Access㻌
┒ᒸ㥐䛛䜙㻌
盛岡駅から

■バス
［東口バス停②］ ⣙30䡚45ศ
約30〜45分
䕔䝞䝇䠷ᮾཱྀ䝞䝇䐠䠹㻌
■自家用車
䕔⮬ᐙ⏝㌴

約30〜45分
㻌⣙30䡚45ศ㻌

■IGRいわて銀河鉄道
約15分〔滝沢駅下車徒歩15分〕
䕔䠥䠣䠮䛔䜟䛶㖟Ἑ㕲㐨㻌㻌㻌⣙15ศ㻌
䛊ἑ㥐ୗ㌴ᚐṌ15ศ䛋

みんなの地域をもっと良くするために。
至青森

至青森

至青森

家畜保健所
滝沢 IC

夢の湯前
分れ南

いわて銀河鉄道

国道４号線

岩手県立大学

地域政策研究センター

滝沢駅前
滝沢駅

巣子車庫

東北自動車道

巣子駅

Iwate Prefectural University

厨川駅

青山駅

Iwate Prefectural University
Regional policy research center

いわて銀河鉄道
岩手県交通路線
岩手県北バス路線

盛岡 IC
盛岡駅

地域政策研究センター

厨川駅前

Iwate Prefectural University
Regional policy research center

盛岡駅前

盛岡
バスセンター
至仙台
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公立大学法人岩手県立大学 地域政策研究センター
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連 絡 先：岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-89（地域連携棟内）
ᡲዂέ ᲴޥჄޥᢼ๚එ๚එ܇ߺ܌Ტ؏עᡲઃϋᲣ
岩手県立大学 地域連携室
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13課題
ᖹᡂ25ᖺᗘ㻌ᆅᇦ༠ാ◊✲䠄ᆅᇦᥦᆺ䞉๓ᮇ䠅13ㄢ㢟㻌
平成25年度 地域協働研究
（地域提案型・前期）
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1 ᳃䞉ᕝ䞉ᾏ䛾୍యⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䛻䜘䜛ஂឿ‴䛾Ỉ㉁ᨵၿ䛻ྥ䛡䛯

2 ⅏ᐖὴ㐵⚟♴䝏䞊䝮タ⨨䛻㛵䛩䜛◊✲䛻䛴䛔䛶
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ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ᒾᡭ┴┴ᗈᇦ⯆ᒁಖ⚟♴⎔ቃ㒊⎔ቃ⾨⏕ㄢ㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 㒔⠏ග୍㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ㅮᖌ㻌 ㎷┒⏕㻌

㻌 ⅏ᐖὴ㐵⚟♴䝏䞊䝮䛾⤌䜏䛾Ỵᐃ䚸άື䝬䝙䝳䜰䝹䛾సᡂ䚸

「実学・実践重視の教育・研究」を基本的方向のひとつとする本学において、シンクタンク機能については、法人化第一期（平
成17年度～平成22年度）に掲げ、全学プロジェクト研究や公募型地域課題研究等を推進するとともに、各種審議会等への参
画や、市町村等との協定に基づく共同研究の実施など、教員が各地域に出向く形で地域貢献活動に取り組んできました。
第二期（平成23年度～平成28年度）においては、これまでの経緯や成果等も踏まえ、困難な時代にあって地域社会を支える

㻌 ᾏᇦ䛾䠟䠫䠠㉳※䛻䛴䛔䛶䚸㝣ᇦ䛛䜙䛾ὶධỈ䜢୰ᚰ䛻䚸Ỉ㉁䛾ᐇ

䝏䞊䝮タ❧䜢⾜䛔䚸ලయⓗ䛺άືෆᐜ䜢᳨ウ䚸ホ౯䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛣䜜

という「地域目線」で県民が抱える課題・ニーズに向き合い、地域から頼られる「地の拠点」として県民の幸せの実現に貢献でき

䝕䞊䝍ཬ䜃⤫ィ㈨ᩱ䜢⏝䛔䛶ᐤ⋡䜢ᢕᥱ䛩䜛䚹㻌䜎䛯䚸᳃ᯘ㛵ಀ

䜎䛷䛾◊✲⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䚸⅏ᐖὴ㐵䝏䞊䝮ဨ䜈䛾◊ಟෆᐜ䜢᳨ウ䛩

るよう、より組織的、複合的に地域課題に取り組む体制を強化する方策として、平成23年度に「地域政策研究センター」を開設

䜛䚹䜎䛯䚸⌧ᆅ䛷䛾グ㘓䜔ሗඹ᭷ᨭ䝒䞊䝹䛾㛤Ⓨ䜢┠ᣦ䛩䚹㻌㻌

しました。

⪅䛛䜙⁺ᴗ㛵ಀ⪅䜎䛷䛜୍ᇽ䛻䛩䜛⏘ᐁẸ㐃ᦠ⤌⧊䛷䛒䜛ὶᇦ༠
㆟䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䜏ෆᐜ䛾㔜Ⅼ䜢ᅗ䜚䚸ஂឿ‴䛾䠟䠫䠠⎔ቃᇶ‽

ಒ ᙲ

㐩ᡂ⋡䠍䠌䠌䠂䜢┠ᣦ䛭䛖䛸䛩䜛䜒䛾䚹㻌㻌

䝉䞁䝍䞊㛗㻌
᳜⏣┾ᘯ㻌 （部門長 小川晃子）
◇震災復興研究部門

（１）設置日 平成23年４月１日

東日本大震災津波の被災地、
被災者のニーズに対応した諸課題を調査研究する部門
ŧᩗࣄᐻᄂᆮᢿᧉ
Ტᢿᧉᧈ ܇߷ݱᲣ

（２）体制

3 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛚䛡䜛䠏ḟඖ⯆ィ⏬䛾ᬑཬ䛻䜘䜛⯆ᨭ

4 ⱝᖺᛶㄆ▱ᮏே䛾㏻ᡤ䝃䞊䝡䝇⏝䛾ᐇែ䛸ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶

䠉3D⯆ィ⏬䝰䝕䝹䛻䜘䜛⯆ᨭ䠉㻌

ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 බ┈♫ᅋἲேㄆ▱䛾ே䛸ᐙ᪘䛾ᒾᡭ┴ᨭ㒊㻌

ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 䛔䜟䛶䝕䝆䝍䝹䜶䞁䝆䝙䜰⫱ᡂ䝉䞁䝍䞊㻌㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⸨㔝ዲ⨾㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᅵ❶⏨㻌

地域政策研究センターでは、
地域課題に対応するシンクタン
ク機能の充実強化に向けた
ニーズに応えるため、調査研

㻌 ㏻ᡤㆤ䛷ⱝᖺᛶㄆ▱䛾᪉䛜䛹䛾䜘䛖䛻䜿䜰䜢䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛䛸

究部門として、「震災復興研究

㻌 㝣๓㧗⏣ᕷ䛸ᐑྂᕷ䛾せᆅᇦ䛾䠏D⯆ィ⏬䝰䝕䝹䜢సᡂ䛧䚸䛭

䛔䛳䛯䜿䜰䛾ᐇែ䛸㏻ᡤㆤ䛾ᴗᡤ⫋ဨ䛜䛹䛾䜘䛖䛺ព㆑䛷ⱝᖺ

部門」、「地域社会研究部

䛾᭷ຠᛶ䜢ホ౯䛩䜛䚹䛣䜜䜙䛾సᴗ䛿䚸Ꮫ⏕䞉ᆅᇦ䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛷⾜䛖

ᛶㄆ▱䛾᪉䜢ᨭ䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸ᴗᡤ⫋ဨ䛾どⅬ䜢ᢕᥱ䛧䚸䜎䛯

門」、「地域マネジメント研究部

センター長 植田眞弘

ᖹ
ᡂ
25
ᖺ
ᗘ

①暮らし分野（プロジェクトリーダー 小川晃子）
②産業経済分野（プロジェクトリーダー 新田義修）
䐟ᬽ䜙䛧ศ㔝㻌 䠄䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝸䞊䝎䞊㻌
ᑠᕝᏊ䠅㻌
ジェクトリーダー 伊藤英之）
③社会・生活基盤分野（プロ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ὠἼ䛾⿕⅏ᆅ䡠⿕⅏⪅䛾䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯ㅖㄢ㢟䜢ㄪᰝ◊✲䛩䜛㒊㛛㻌

䐠⏘ᴗ⤒῭ศ㔝㻌 䠄䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝸䞊䝎䞊㻌 ᪂⏣⩏ಟ䠅㻌

䐡♫䞉⏕άᇶ┙ศ㔝㻌 䠄䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝸䞊䝎䞊㻌 ఀ⸨ⱥஅ䠅

◇地域社会研究部門
（部門長 吉野英岐）
住民、環境、文化、歴史、観光などの観点から地域がかかえている
長期的・構造的な諸問題を調査研究する部門

ŧ؏עᅈ˟ᄂᆮᢿᧉ Ტᢿᧉᧈ ӴᒍޟᲣ

ఫẸ䡠⎔ቃ䡠ᩥ䡠Ṕྐ䡠ほග䛺䛹䛾ほⅬ䛛䜙ᆅᇦ䛜䛛䛛䛘䛶䛔䜛㛗ᮇⓗ䡡ᵓ㐀ⓗ䛺ㅖၥ㢟䜢ㄪᰝ◊✲䛩䜛㒊㛛㻌

◇地域マネジメント研究部門
（部門長 植田眞弘）
ŧ؏עȞȍǸȡȳȈᄂᆮᢿᧉ
Ტᢿᧉᧈ
ౡဋࢀᲣ
行政課題に対応した
「まちづ
くり・地域づ
くり」
を法、制度、政策などの観点から

䛣䛸䛷䚸ྠ䛻ேᮦ⫱ᡂ䛸ᆅᇦ㈉⊩䜢ᅗ䜚䚸ධຊ䛜ᐜ᫆䛺䝰䝕䝹〇స

ᐙ᪘䛻䜒⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ䜢⾜䛔䚸ⱝᖺᛶㄆ▱䛾᪉䛾㏻ᡤㆤ䛾⏝

ᡭἲ䜢☜❧䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛭䛾⥔ᣢ䝯䞁䝔䝘䞁䝇䜢ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖䛣䛸䛷䚸

䛾⌧≧䚸ㄢ㢟䚸㏻ᡤ䝃䞊䝡䝇⏝䛜䝇䝮䞊䝈䛻䛭䛧䛶⥅⥆䛥䜜䜛せᅉ

調査研究する部門
⾜ᨻㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛧䛯䡞䜎䛱䛵䛟䜚䡡ᆅᇦ䛵䛟䜚䡟䜢ἲ䡠ไᗘ䡠ᨻ⟇䛺䛹䛾ほⅬ䛛䜙ㄪᰝ◊✲䛩䜛㒊㛛㻌

㛗ᮇⓗ䛻䚸ᕷ䚸⏫ᮧ䛾⯆άື䛾ィ⏬ᨭ䜢⾜䛖䚹㻌㻌

䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹㻌㻌

所長 斎藤俊明）
①公共政策研究所
䐟බඹᨻ⟇◊✲ᡤ㻌
䠄ᡤ㛗㻌（
㰻⸨ಇ᫂䠅㻌

門」を設置しております。

（所長
②盛岡市まちづくり研究所
䐠┒ᒸᕷ䜎䛱䛵䛟䜚◊✲ᡤ㻌
䠄ᡤ㛗㻌 ᳜⏣┾ᘯ䠅㻌

植田眞弘）

䈜ᚋ䛾ᣑ䜢᳨ウ୰㻌
※今後の拡大を検討中

5 ⥆䞉Ṕྐ䛻Ꮫ䜆䛂ዪᛶ䛸⯆䛃ࠥ୕㝣ὠἼ䛸ᐙ᪘䚸ඹྠ

6 Ẹ㛫ㆤᴗ⪅䛻䜘䜛ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛ᇶ

యࠥ㻌

♏◊✲㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ᒾᡭዪᛶྐ䜢⣳䛠㻌

ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ➨୍ၟᰴᘧ♫㻌 䜔䛱䛰䜒䛾ᐙ㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ᐑྂ▷ᮇᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᳜⏣┾ᘯ㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᐑᇛዲ㑻㻌

㻌 䛂⁺ᮧ䚸⁺ᴗ䚸⁺ᐙ䛃䛾ዪᛶ䛾⿕⅏䛸⯆䛻䛴䛔䛶◊✲䜢῝䜑䚸㟈

㻌 Ẹ㛫ㆤᴗ⪅䛻䜘䜛ᆅᇦᐦ╔ᆺ䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ㊶䜢᳨ド䛧䛺䛜䜙䚸

⅏䛸ปస䛷⃭ື䛩䜛1930ᖺ௦䛾䛂ᒾᡭዪᛶྐ䛃䛾యീ䜢㎰ᮧዪ

䛂ᆅᇦ䛵䛟䜚䛃䛻䛚䛡䜛タ䛸ᆅᇦ䛸䛾㛵䜟䜚䛻䛴䛔䛶᳨ド䛧䛶䛔䛟䛣䛸

ᛶ䛾グ㘓䛸䛸䜒䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌

䛷䚸䛣䜜䛛䜙ㆤᴗ⏺䛻ཧධ䛩䜛Ẹ㛫ᴗᴗ⪅䛾⏬ᢸᙜ⪅䚸䛭
䛧䛶⾜ᨻᙜᒁ䛾ィ⏬సᡂ➼䛻䛚䛡䜛ලయⓗ䛺䠄䝰䝕䝹䠅䛸䛧䛶
ά⏝䛷䛝䜛䚹㻌㻌

7 ఏ⤫㔝⳯➼䛾ά⏝䛻䜘䜛6ḟ⏘ᴗ䛾ᒎ㛤

ӕኵǈ
平成23年から24年度は、「東日本大震災からの復興」を研究テーマにした「震災復興研究」を、「暮らし分野」、
「産業経済分野」、「社会・生活基盤分野」の各分野で15の研究課題に取り組んできました。さらに平成24年度から
は、学内教員からの提案による研究「地域協働研究（教員提案型）」と地域等からの提案を学内教員とマッチングし
て行う研究「地域協働研究（地域提案型）」を実施しております。（平成25年度からは「震災復興研究」を「地域協働
研究(教員提案型)」に統合しています。）
最重要課題である「震災復興」に重点を置きながら、それ以外の「地域が抱える課題」にも取り組み、より地域に貢
献していきたいと考えております。

ᩗࣄᐻᄂᆮᲢ᳸࠰ࡇܱᲣ
研究テーマを「東日本大震災からの復興」に絞り、「暮らし分野」、

学内教員と地域団体等（県・市町村等の公共団体、地域団体、

「産業経済分野」、「社会･生活基盤分野」の各分野で15の研究課

NPO等）との協働により、地域課題等を解決するための研究を行っ

題に取り組みました。

ています。
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8 ⿕⅏ᆅ䛾⯆䜎䛱䛵䛟䜚䛻䛚䛡䜛䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛾ᐇ㊶
䛻䛴䛔䛶㻌
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㻌 㐣䞉㧗㱋䛾㐍⾜䛻䜘䜚ᆅᇦ䛾άຊ䛜ኻ䜟䜜䛴䛴䛒䜛୰䚸┴
ᆅᇦ䛻Ⅼᅾ䛩䜛ఏ⤫㔝⳯䜢᥀䜚㉳䛣䛧䚸䛭䛾ά⏝䛸䛔䛖᪂䛧䛔どⅬ䛛

㻌 ⯆ィ⏬䛜ලయⓗ䛺䜒䛾䛻䛺䜚䛴䛴䛒䜛⌧ᅾ䚸䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲

䜙㎰ᴗ⯆䛸ᆅᇦ䛾άᛶ䜢ᅗ䜛䚹㻌㻌
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䛡䛯᪂䛧䛔䜎䛱䛵䛟䜚ᐇ⌧䜈䛾ᨭ䜢⾜䛖䚹㻌

㻝㻜㻌

؏ע੩క㻌
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؏ע੩క‒

学内教員が地域団体等と行う共同研究を対象とし、
地域ニーズに対応した研究を行います。今年度について
も「震災復興研究」に重点を置きながら取り組んでいくこと
としております。

地域団体等を対象に地域課題を公募し、学内教員との
マッチングをした後に研究を実施します。より地域に直結し
た取組み（研究）が期待されます。

㻟㻌
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ᖹᡂ23ᖺᗘ䞉24ᖺᗘ㻌 㟈⅏⯆◊✲㻌
暮らし分野 4課題
ᬽ䜙䛧ศ㔝㻌
4ㄢ㢟㻌

15課題
ᖹᡂ25ᖺᗘ㻌ᆅᇦ༠ാ◊✲䠄ᩍဨᥦᆺ䞉๓ᮇ䠅15ㄢ㢟㻌
平成25年度
地域協働研究
（教員提案型・前期）
㢌㢌
9
㒊䛚䜘䜃ど⥺㏣ᑿ䝅䝇䝔䝮䜢⏝䛧䛯⫥య⮬⏤⪅䛾䛯䜑䛾Ᏻ
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10
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Ᏻ౯䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁ᨭ䝒䞊䝹䛾㛤Ⓨ㻌

Ⓨ㻌

୍⯡ㄢ㢟㻌

1．復興計画策定と新たな地域社会構築のための多縁コミュニティ形成に向けた実践的研究
㻝㻚⯆ィ⏬⟇ᐃ䛸᪂䛯䛺ᆅᇦ♫ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾ከ⦕䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂ䛻ྥ䛡䛯ᐇ㊶ⓗ◊✲㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ཎ᐀Ꮥ
研究代表者 総合政策学部 教授
倉 原 宗
㻞㻚⿕⅏ᆅ䛻䛚䛡䜛♫ⓗᏙ❧䛾㜵Ṇ䛸⏕άᨭᆺ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛵䛟䜚㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
♫⚟♴Ꮫ㒊㻌
ᩍᤵ㻌 ᑠᕝᏊ
2．被災地における社会的孤立の防止と生活支援型コミュニティ
づく
り

孝

3．震災下におけるＮ村被災者における食の意識変化を探り、今後の食生活の方向性をデザインする試み
ᮌ㝯Ꮚ㻌
研究代表者 盛岡短期大学部 准教授 乙 木 隆 子
㻠㻚⿕⅏ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛」ྜᆺ⚟♴ᣐⅬ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᐑᇛዲ㑻
4．被災地域における複合型福祉拠点に関する基礎的研究
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社会福祉学部 教授
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䛯ᩥᏐ䛾Ⓨヰ䜢⾜䛖ᶵჾ䛾㛤Ⓨ䜢䛩䜛䚹㻌

郎

⿕⅏ᆅ䛻䛚䛡䜛♫ⓗᏙ❧䛾㜵Ṇ䛸⏕άᨭᆺ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛵䛟䜚㻌

㣗⏕ά䛾᪉ྥᛶ䜢䝕䝄䜲䞁䛩䜛ヨ䜏㻌㻌

㢌㒊䜎䛯䛿┠䛾䜏䛾᧯స䛷䚸䝟䝋䝁䞁䛻䜘䜛䝘䞊䝇䝁䞊䝹䜔ᩥᏐධ
◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 䝥䝸䝬䡡䜸䜻䡡䝕䜱䝑䜻㻌
ຊ䚸䜎䛯䛿ධຊ䛧䛯ᩥᏐ䛾Ⓨヰ䜢⾜䛖ᶵჾ䛾㛤Ⓨ䛩䜛䚹㻌
ඛኳᛶ䛾㞀ᐖ䛻䜘䜛⫥య⮬⏤⪅䚸䜎䛯䛿㟈⅏䛻䜘䛳䛶⫥య䛜
⮬⏤䛻䛺䛳䛯⪅䛾⮬⏤䛺⏕ά䜢ゎᾘ䛩䜛䛯䜑䛻䚸㢌㒊䜎䛯䛿┠䛾

研究代表者 社会福祉学部 教授
小 川 晃 子
㻟㻚㟈⅏ୗ䛻䛚䛡䜛㻺ᮧ⿕⅏⪅䛻䛚䛡䜛㣗䛾ព㆑ኚ䜢᥈䜚䚸ᚋ䛾㣗⏕ά䛾᪉ྥᛶ䜢䝕䝄䜲䞁䛩䜛ヨ䜏㻌㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ┒ᒸ▷ᮇᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 எ

研究代表者

┳ㆤᏛ㒊㻌 ㅮᖌ㻌 ᯇᕝஂ⨾Ꮚ㻌
୍⯡ㄢ㢟㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ㅮᖌ㻌 ᯇᕝஂ⨾Ꮚ㻌
⬻༞୰ᑐ⟇䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸䜘䜚ຠᯝⓗ䛺ಖᑐ⟇䛾᪉

䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 䝥䝸䝬䡡䜸䜻䡡䝕䜱䝑䜻㻌㻌

㻌 ᮏ◊✲䛷䛿䚸ᒾᡭ┴❧Ꮫ䛾Ꮫ㝿ⓗ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛜10ᖺ௨ୖ䜢䛛

11 እᅜேᩓᅾᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ᅾఫእᅜே䛾ᑐே䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸ᒃ

12 ୖ⏘㯮㇋䛂㯮༓▼䛃䛾ᰤ㣴ᶵ⬟ᛶ䛸ຍᕤ㣗ရ䜈䛾ᛂ⏝䛻

ሙᡤឤ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

㛵䛩䜛◊✲㻌

୍⯡ㄢ㢟㻌

୍⯡ㄢ㢟㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⣽㉺ஂ⨾Ꮚ㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ┒ᒸ▷ᮇᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ༓ⴥၨᏊ㻌

㻌 ⿕⅏ᆅ䛷䛒䜛Nᮧ䛾௬タఫᏯ䛻ᒃఫ䛩䜛ᮧẸ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶⪺䛝ྲྀ

䛡䛶㛤Ⓨ䛧䛶䛝䛯㟁ヰᶵ䛻䜘䜛⬟ືⓗ䛺Ᏻྰ☜ㄆ䝅䝇䝔䝮䛷䛒䜛

䜚䛻䜘䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸⿕⅏๓䞉㑊㞴ᡤ䞉௬タ

䛂䛚䛢䜣䛝Ⓨಙ䛃䛸䚸䛭䜜䜢ά⏝䛧䛶Ꮩ❧䜢㜵Ṇ䛧⏕άᨭᆺ䝁䝭䝳

㻌 እᅜேᩓᅾᒃఫᆅᇦ䛻䛚䛡䜛እᅜே䛾ᑐே䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸ᆅᇦ䛷䛾

㻌 䡞㯮༓▼䡟䛸ᢠ㓟⬟䛸䛾㛵㐃䜢㏣ཬ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝟䞁䜔䝇䝫䞁䝆

ఫᏯ䛸㣗⎔ቃ䛿ᛴኚ䛧䛺䛜䜙䜒䚸㣗䛸ᗣ䛛䜙ᰤ㣴䝞䝷䞁䝇䜢⪃

䝙䝔䜱䜢䛴䛟䜛♫ᢏ⾡䜢⏝䛔䛶䚸㔝⏣ᮧ䚸ᐑྂᕷ⏣⪁䚸ᵔ⏫

ᒃሙᡤឤ䛸䜢ᢕᥱ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᆅᇦ䛾୍ဨ䛸䛧䛶䛾ᒃሙᡤឤ䜢䜒䛴

䜿䞊䜻䜈⏝ᣑ䜢ヨ䜏䜛䚹䜎䛯䚸㇋ᾘ㈝䛸ᗣ䛸䛾㛵㐃䜢ே䛾㣗

㜼ᐖせᅉ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᚋ䛾ᨭ䛾䛒䜚᪉䜢䚸ᑐே䝛䝑䝖

⏕ά䛛䜙᳨ウ䛧䚸䛣䜜䜙䜢⥲ྜ䛧䛶䛂㯮༓▼䛃䛾౯್䜢᥈䜚䚸⏕⏘⤌ྜ

䝽䞊䜽䛾≉ᚩ䛻༶䛧䛶᳨ウ䛩䜛䚹㻌㻌

䛻䛚䛡䜛⏕⏘㔞䛾ቑຍཬ䜃㈍㊰ᣑ䛾୍ຓ䜢ᢸ䛖䜉䛟ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌㻌

13 ୕㝣⯆ᅜ❧බᅬཬ䜃ᮾᾏᓊ䝖䝺䜲䝹䛾⁺⯪➼䜢ά⏝䛧䛯

14 ᆅᇦほග䜽䝷䜴䝗䛾䝃䞊䝡䝇䝰䝕䝹䛸ほග⯆䛻㛵䛩䜛◊✲

䛘䚸䜎䛯ඹ㣗䛺䛹䛾⢭⚄ⓗ䛺䛴䛺䛜䜚䚸㣗䛾ᴦ䛧䛥䜢㔜ど䛩䜛䛸䛔

㔝䚸㔩▼ᕷ㬼ఫᒃ䛾䠐䛴䛾䝣䜱䞊䝹䝗䛷⯆ᨭ䜢䛧䛶䛝䛯䚹ᆅᇦ

䛖䚸⿕⅏⪅䛾㣗ഴྥ䛜䛖䛛䛜䛘䛯䚹㻌㻌

䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛶㈨※䛾⤌䜏᪉䜢ኚ䛘䛶᳨ド䛩䜛䛣䛸䛷䚸⿕⅏ᆅ䛻䛚
䛡䜛ᚋ䛾䝰䝕䝹ⓗ䛺ᬑཬ⟇䜢ᥦ♧䛧䛶䛔䜛䚹㻌㻌

ከ㠃ⓗ䛺⏝᥎㐍䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
㟈⅏⯆㻌

左・調査実施の様子
㻌

右上・新型福祉安心電話

㻌 ᒾᡭ┴ෆ䛾ᆅᇦ≉ᛶ䜢⪃៖䛧䛯䜽䝷䜴䝗䝃䞊䝡䝇䛜ᴗ䛥䜜䜛䛣
䛸䛷䚸᭱᪂䛾䝰䝞䜲䝹ᶵჾ䛻ᑐᛂ䛧䛯ほගሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᑟධ䛜ᐜ

䝹䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛿ᮍ▱䛺㒊ศ䛜ከ䛟䚸ᆅඖ䛷䜒ᑐᛂ䛜㕌䛔䚹㻌༢䛺

᫆䛻䛺䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸ሗⓎಙຊ䛾ᙉ䜔ᆅᇦ㛫ሗ㐃ᦠಁ㐍䛻䜘

䜛Ṍ㐨䛾⏝䛷䛿䛺䛟䚸⁺⯪䛺䛹䜢⏝䛧䛯ከᵝ䛺ά⏝᪉ἲ䜢㛤Ⓨ

䜚䚸ᖹἨ䜢⏕䛛䛧┴ἢᓊ䛸䛾㐃ᦠ䜒ぢᤣ䛘䛯࿘㐟ᆺほග䛾᥎㐍䜢

䛧䚸ᐇ㝿䛻䝰䝕䝹䝒䜰䞊䜢ᐇ䛧ຠᯝ䜢 ᐃ䛩䜛䚹㻌

ᚋᢲ䛧䚸ᒾᡭ┴䛾ほග⯆䛻ᐤ䛩䜛䚹㻌

㻌

15 ⁺༠䛾ᢸ䛔ᡭ䠄⁺⯪⁺ᴗ䞉㣴Ṫᴗ䠅⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛◊✲

1．被災地における経済復興への課題−中小企業の経済的困難の現状分析を通じて−

㻝㻚⿕⅏ᆅ䛻䛚䛡䜛⤒῭⯆䜈䛾ㄢ㢟㻙୰ᑠᴗ䛾⤒῭ⓗᅔ㞴䛾⌧≧ศᯒ䜢㏻䛨䛶㻙㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌
ᩍᤵ㻌 㔠Ꮚ⿱
研究代表者 総合政策学部
准教授 金
子 友 裕

−漁家、漁協、国・県・市町等の実態分析を中心に−
2．
岩手県における水産業の復旧・復興を巡る利害関係にもとづく水産特区・漁港再編に対する批判的研究
㻞㻚ᒾᡭ┴䛻䛚䛡䜛Ỉ⏘ᴗ䛾ᪧ䞉⯆䜢ᕠ䜛ᐖ㛵ಀ䛻䜒䛸䛵䛟Ỉ⏘≉༊䞉⁺
⦅䛻ᑐ䛩䜛ᢈุⓗ◊✲㻙⁺ᐙ䚸⁺༠䚸ᅜ䞉┴䞉ᕷ⏫➼䛾ᐇែศᯒ䜢
桒 田 但

馬

研究代表者
総合政策学部
教授 ᩍᤵ㻌
吉 ྜྷ㔝ⱥᒱ
野 英
㻟㻚ᒾᡭ┴ἢᓊᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ほගᴗ䛾⯆ཬ䜃⫋䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌

岐

研究代表者

総合政策学部 准教授

3．岩手県沿岸地域における観光業の復興及び創職に関する研究

㟈⅏⯆㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᪂⏣⩏ಟ㻌

㻌 ᪧẁ㝵䠈⯆ẁ㝵䛺䛹䛾᮲௳䛾㐪䛔䜢ẚ㍑䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈⁺
༠䛜䛹䛾䜘䛖䛻ᢸ䛔ᡭ⫱ᡂ䛻ᑐᛂ䛧䛶䛝䛯䛾䛛䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛻
䜘䜚䠈ᚋ䛾⁺༠䛾ᢸ䛔ᡭ⫱ᡂ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟䛸᪉ἲ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻌㻌

4．被災地における
「ものづくり産業」の再編と新規立地の可能性

㻠㻚⿕⅏ᆅ䛻䛚䛡䜛䛄䜒䛾䛵䛟䜚⏘ᴗ䛅䛾⦅䛸᪂つ❧ᆅ䛾ྍ⬟ᛶ㻌㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
ᐑྂ▷ᮇᏛ㒊㻌
研究代表者
宮古短期大学部
教授 ᩍᤵ㻌
植 ᳜⏣┾ᘯ
田 眞 弘

5．
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
㻡㻚⿕⅏ᆅᚑᴗဨ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇ᨭ䛻䜘䜛⏘ᴗ⤒῭䛾ᘓ㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌
研究代表者 社会福祉学部 教授
㻢㻚Ỉ⏘ᴗ䜽䝷䝇䝍䞊䛾ᪧ䞉⯆᮲௳䛾ゎ᫂㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᪂⏣⩏ಟ
6．
水産業クラスターの復旧・復興条件の解明
研究代表者 総合政策学部 准教授

㻠㻌

㟷ᮌៅ୍㑻

青

木

慎一郎

新 田 義

◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 㜿㒊༤㻌

㻌 ᮏᖺ䠑᭶䛻᪂䛧䛟ᣦᐃ䛥䜜䜛୕㝣⯆ᅜ❧බᅬཬ䜃ᮾᾏᓊ䝖䝺䜲

右下・生活行動センサー

産業経済分野 6課題
⏘ᴗ⤒῭ศ㔝㻌
6ㄢ㢟㻌
୰ᚰ䛻㻙㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᱔⏣ణ㤿㻌

୍⯡ㄢ㢟㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊ᩍ㻌 ᩍᤵ㻌 ㇂ኴ㑻㻌

修

㻥㻌

ᖹ
ᡂ
25
ᖺ
ᗘ

15課題
ᖹᡂ25ᖺᗘ㻌ᆅᇦ༠ാ◊✲䠄ᩍဨᥦᆺ䞉๓ᮇ䠅15ㄢ㢟㻌
平成25年度 地域協働研究
（教員提案型・前期）
1㻌㞴ᝈ⪅䛾⅏ᐖᨭཬ䜃㜵⅏ᑐ⟇䛻㛵䛩䜛◊✲
㟈⅏⯆㻌

2 ⿕⅏ᆅᚑᴗဨ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇ᨭ䛻䜘䜛⏘ᴗ⤒῭䛾ᘓ
㟈⅏⯆㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ຓᡭ㻌 ⸨ᮧྐ✑Ꮚ㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 㟷ᮌៅ୍㑻㻌

⿕⅏ᆅᚑᴗဨ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇ᨭ䛻䜘䜛⏘ᴗ⤒῭䛾ᘓ㻌

ᒾᡭ┴ἢᓊᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ほගᴗ䛾⯆ཬ䜃⫋䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ྜྷ㔝ⱥᒱ㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 㟷ᮌៅ୍㑻㻌

㻌 ᮏ◊✲䛾ᖹᡂ23ᖺᗘ䛾◊✲䛿䚸ᒾᡭ┴ἢᓊ䛾ほග㈨※䛾⿕⅏

㻌 ⿕⅏ᆅ䛾⫋ሙ䛷䛿䚸ᚑᴗဨ䛿⿕⅏⪅䛷䛒䜚䚸ຍ䛘䛶⯆ᮇ䛾㐣

≧ἣ䛾ᢕᥱ䛸䚸ᅜෆ䛾ᗈᇦほග䛾ඛ㐍ᆅ䛷䛒䜛ᕞ㜿⸽ᆅᇦ䛻䛚

㔜ປാ䜔⿕⅏䛻䜘䜛ᆅᇦ♫䛾ኚ䛛䜙䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛾ᝏ䜔

䛡䜛┴ቃ䜢㉺䛘䛯㐃ᦠ䛻䜘䜛㞟ᐈάື䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻䛴䛔䛶䛾⌧ᆅ

ᆅᇦ⏘ᴗ䛾ᘓ䛾ᅔ㞴䛜ண䛥䜜䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇

ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䚹⥆䛔䛶䚸ᖹᡂ24ᖺᗘ䛾◊✲䛿䚸ὠἼ䛾⿕ᐖ䜢ཷ䛡

デ䛾ᐇ䛸䛭䛾ศᯒ䛻䜘䜚䚸⿕⅏ᆅ䛾ᚑᴗဨ䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛾

㻌 ᖹᡂ23ᖺᗘ䛻ᒾᡭ┴㞴䞉ᅋయ㐃⤡༠㆟䛸༠ാ䛷䚸㞴ᝈ

㻌 ᖹᡂ25ᖺᗘ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛧䛶䛿䚸䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇デ䜢⥅⥆ᐇ䛧䚸

䛯ᒾᡭ┴ἢᓊᆅᇦ䛾ᅇ䛾≧ἣ䛸ᚋ䛾ほගᴗ䛾ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔

ྥୖ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸⤒ႠᏛ䛾ほⅬ䛛䜙䛾᳨ウ

⪅䛻ᑐ䛧䛶䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸⏕ά䜔⅏ᐖ䛾ㄢ㢟䜢᫂☜䛧

䛭䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛔䛶䐟ປാ⪅䜈䛾ಶูᣦᑟ䚸䛴䜎䜚䛂䝉䝹䝣䜿䜰䛃䛸䚸

䛶䚸⌧ᆅㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䚹䛭䜜䜙䛾⤖ᯝ䛛䜙䚸ಶูᆅᇦ䛾ྲྀ䜚⤌䜏

䛻䜘䜚⫋ሙ䜔ᆅᇦ♫䝅䝇䝔䝮䛾ᨵၿ⟇䜈䛸⤖䜃䛴䛡䛯䛔䚹ᆅᇦ

䛯䚹䛧䛛䛧㛫䛾⤒㐣䛻䜘䜚᪂䛯䛺ㄢ㢟䛜⏕䛨䛯䜚䚸ᝈ⪅䛾⅏ᐖ䜈䛾

䐠⟶⌮┘╩⪅◊ಟ䛺䛹䛾ᴗሙయ䛾䜿䜰䛻䛸䜚䛟䜐䚹䛥䜙䛻䚸⫋ሙ

䜢䛴䛺䛠ᗈᇦ㐃ᦠᆺ䛾ἢᓊほග䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䠄௬⛠䠅䛾❧䛱ୖ䛢

≉ᛶ䜢㋃䜎䛘䝁䝛䜽䝍䞊䞉㔠ᆺ⏘ᴗ䜢ᑐ㇟⏘ᴗ䛸䛧䛯䚹㻌㻌

ഛ䛘䛜䛭䛾ᚋ䛹䛖ኚ䛧䛯䛛䛿ᢕᥱ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䚹䛭䛣䛷䚸㞴ᝈ⪅

䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛾ほⅬ䛛䜙䚸㟈⅏⯆䛻㛵䜟䜛ㄢ㢟䛾Ⓨぢ䛸䛭䛾ศ

䛸䚸ほග䜺䜲䝗䛾㣴ᡂ䜢㏻䛨䛯᪂䛯䛺ほග⏘ᴗ䛻䜘䜛⫋䛾䛯䜑䛾

䛻ᑐ䛩䜛ᚋ䛾㜵⅏ᑐ⟇䛾୍ຓ䛸䛺䜛䜘䛖䚸ᒾᡭ┴㞴㐃䛸༠ാ䛷

ᯒ䜢῝䜑䜛䚹㻌㻌

ᥦゝ䜢⾜䛳䛯䚹㻌㻌

ᖹ
ᡂ
24
ᖺ
ᗘ

䜃ㄪᰝ䜢⾜䛖䚹㻌㻌

ᖹ
ᡂ
25
ᖺ
ᗘ

3 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⿕⅏ᆅᇦఫẸ䛾䛣䛣䜝䛾ᗣ䛻㛵䛩䜛◊✲䠉㔩

4 㠀ᖖ⏝㌴䛔䛩⛣䝒䞊䝹䛻㛵䛩䜛ヨస䡡ホ౯◊✲

▼ᕷᗣㄪᰝ䛾ศᯒ䛻䜘䜛⿕⅏ᚋ䛾ᕷẸ䛾⢭⚄ⓗᗣ䛾ᐇែᢕ

୍⯡ㄢ㢟㻌

ᥱ䠉㻌
㟈⅏⯆㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⡿ᮏΎ㻌

㻌 ༑ศ䛺䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛜⪃䛘䜙䜜䛶䛔䛺䛔⎔ቃୗ䛷䚸㌴䛔䛩⏝⪅䛜

◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ୰㇂ᩗ᫂㻌

౽ᗙ䛺䛹䜈䛾⛣䜔ᗋ㠃䛛䜙㌴䛔䛩䜈䛾⛣䜢⾜䛖㝿䛾䝃䝫䞊䝖䠄ẁ
ᕪゎᾘ䠅䜢⾜䛖ᶵჾ䛾ヨస䞉ホ౯䜢⾜䛖䚹㻌㻌

㻌 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛜ே䚻䛾䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛻ཬ䜌䛧䛯ᙳ㡪䜢䚸ᒾᡭ┴㔩
▼ᕷ䛻ᒃఫ䛩䜛ᕷẸ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸䝖䝷䜴䝬䝔䜱䝑䜽䞉䝇䝖䝺䝇䚸㏆ぶ
⪅䛸䛾Ṛู䛻䜘䜛ᝒჃ䚸ᢚ䛖䛴䚸᪥ᖖ⏕ά䛾䝇䝖䝺䝇䚸⾜ື䛾ኚ䛸

ᪧᕤ୰䛾ίᅵ䛜䛾㐨㊰㻌

ᕤሙ䠄ᕥ䠅䛸௬ㄝఫᏯ䠄ྑ䠅䠄2013.2.16.䠅㻌㻌

ඹྠ䛧䛶◊✲䛧䛶䛔䛯ண㜵་Ꮫ༠䛾䝯䞁䝞䞊㻌

㟈⅏䛾ㄒ䜚㒊䝒䜰䞊䛾䝟䞁䝣䝺䝑䝖㻌

社会・生活基盤分野 5課題
♫䞉⏕άᇶ┙ศ㔝㻌
5ㄢ㢟
1．
三陸復興国立公園・三陸塩パーク指定のための震災遺産等の保全、国立公園利用施設計画
（インフラ）
および
㻝㻚୕㝣⯆ᅜ❧බᅬ䞉୕㝣䝆䜸䝟䞊䜽ᣦᐃ䛾䛯䜑䛾㟈⅏㑇⏘➼䛾ಖ䚸ᅜ❧බᅬ⏝タィ⏬䠄䜲䞁䝣䝷䠅ཬ䜃㟈⅏ㄒ䜚㒊䠄䝆䜸䝟䞊䜽䜺䜲䝗䠅⫱ᡂ䛻
震災語り部
（ジオパークガイド）
育成に関する研究

䛔䛳䛯ほⅬ䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛩䜛ᗣㄪᰝ䜢ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝ᐇ䛧䚸

㛵䛩䜛◊✲㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ㇂ኴ㑻㻌
研究代表者

ᖺᗘ䛸䛾ẚ㍑䜢㏻䛧䛶㐺ษ䛺ᨭ䛻䛴䛔䛶ᥦ䜢䛩䜛䚹㻌㻌

総合政策学部 教授

渋

谷

晃太郎

2．
被災地の復興過程における住民意識の研究
㻞㻚⿕⅏ᆅ䛾⯆㐣⛬䛻䛚䛡䜛ఫẸព㆑䛾◊✲㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ᒣᙧᏛ㻌

ேᩥᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 㜿㒊ኈ䠄๓⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊䠅
研究代表者 山形大学 人文学部 准教授 阿 部 晃 士
（前総合政策学部）
㻟㻚୰䞉㛗ᮇⓗどⅬ䛻❧䛳䛯ᆅᇦ⯆䞉㜵⅏ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸ᐇ㊶㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ఀ⸨ⱥஅ
3．
中・長期的視点に立った地域振興・防災教育プログラムの開発と実践
研究代表者 総合政策学部 准教授
伊 藤 英 之
㻠㻚௬タఫᏯ䛾ᨵၿ䛚䜘䜃௬タఫᏯᆅ䛻䛚䛡䜛䜎䛱䛵䛟䜚ᥦ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⊁㔝ᚭ

5 HFᖏ䜢ά⏝䛧䛯⿕⅏⪅ሗఏ㏦䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
㟈⅏⯆㻌

6 ົᡤᒓタ䜢䜒䛯䛺䛔䝧䝔䝷䞁┳ㆤᖌ䛾⿕⅏ᆅఫẸ䜈䛾ᗣ
ᨭ䛸䛭䛾䝥䝻䝉䝇䛻㛵䛩䜛◊✲㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ㅮᖌ㻌 ℩ᕝஂ㻌

㟈⅏⯆㻌

㻌 እ㒊䜲䞁䝣䝷䛻䛟౫Ꮡ䛧䛺䛔䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ά⏝䛧䛯䚸⅏ᐖሗཬ
䜃⨨ሗ䛾⟶⌮䞉⾲♧䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䛩䜛䚹㻌

䛦䛧䛯άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛ᡤᒓົタ䜢䜒䛯䛺䛔䝧䝔䝷䞁┳ㆤᖌ䛾ά
ື䜢䛸䛧䚸䛭䛾ᨭάື䛾ᐇ㝿䛸ᨭ䛻䛴䛺䛢䜛䛭䛾䝥䝻䝉䝇䜢

野

徹

上

林

美保子

看護学部 教授

ᅾᏯ⒪㣴⪅䛾⿕⅏ᐇែ䛸㜵⅏ᩍ⫱䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾᪉ྥᛶ㻌
在宅療養者の被災実態と防災教育の取り組みの方向性
◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ୖᯘ⨾ಖᏊ㻌

୰䞉㛗ᮇⓗどⅬ䛻❧䛳䛯ᆅᇦ⯆䞉㜵⅏ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸ᐇ
中・長期的視点に立った地域復興・防災教育プログラムの開発と実
践
㊶㻌㻌㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ఀ⸨ⱥஅ㻌

᫂☜䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸⿕⅏ᆅᨭ䛻䛚䛡䜛ᡤᒓ

㻌 ᒾᡭ┴ෆ䛾㞴ཬ䜃៏ᛶᝈᝈ⪅䛾⒪㣴䛸⏕ά䛾ᐇែ䚸ᮾ᪥ᮏ

ົタ䜢䜒䛯䛺䛔䝧䝔䝷䞁┳ㆤᖌ䛾᭷⏝ᛶ䛸䛭䛾ྍ⬟ᛶ䛻㛵䛩䜛

㟈⅏䛾⿕⅏≧ἣ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛻ᑐ䛩䜛㜵⅏ᑐ⟇䛾

㻌 ᮏ◊✲䛿䚸୰㛗ᮇⓗ䛻ᆅᇦ㜵⅏䛾ᙺ䛸䛺䜛ᑠ䞉୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸

♧၀䜢ᚓ䜛䚹㻌㻌

୍ຓ䛸䛩䜛䛯䜑䚸ᒾᡭ┴㞴䞉ᅋయ㐃⤡༠㆟䛸ඹྠ䛷ㄪᰝ䜢

䛧䛯ᆅᇦ⯆䞉㜵⅏ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᆅᇦఫẸ䜒

ᐇ䛧䛯䚹⿕⅏๓䛛䜙⏝ྍ⬟䛺䝃䞊䝡䝇䛜ศ䛻⾜䛝ᒆ䛔䛶䛔

ᕳ䛝㎸䜏⅏ᐖ䛻ᙉ䛔䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊ᙧᡂ䜢┠ᣦ䛩䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛾

䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻ຍ䛘䚸⒪㣴⪅⮬㌟䛻ྥ䛡䛶䛾ሗᥦ౪䜒ᑡ䛺䛛䛳䛯

䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥䛸䛧䛶䚸ᑠ䞉୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䛂䛣䛹䜒䜅䛳䛣䛖䛛䛔

䛣䛸䚸⿕⅏䛻䜘䛳䛶ᅾᏯ䛷䛾⒪㣴⎔ቃ䛿䜘䜚ཝ䛧䛔䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䛜

䛞䛃䜢⯪Ώᕷ䛺䜙䜃䛻ᒾἨ⏫ᑠᮏ䛷㛤ദ䛧䛯䚹䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾

ᢕᥱ䛥䜜䛯䚹⤖ᯝ䛿ᑐ㇟⪅䜔㛵ಀᅋయ䛻㓄ᕸ䛧䛯䚹㻌㻌

䝔䞊䝬䚸ᡭἲ䛿ᴫ䛽ዲホ䛷䛒䜚䚸୍ᐃ䛾ᡂᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛯䚹㻌㻌㻌

8 ሗ䝍䜲䝮䜹䝥䝉䝹䜢⏝䛧䛯ᣢ⥆ྍ⬟䛺ὠἼ㈨ᩱ㤋䛾ᵓ⠏

୍⯡ㄢ㢟㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᵨᯇ⌮ᶞ㻌

社会福祉学部
㻡㻚ᅾᏯ⒪㣴⪅䛾⿕⅏ᐇែ䛸㜵⅏ᩍ⫱䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾᪉ྥᛶ㻌 研究代表者
◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌
ᩍᤵ㻌教授
ୖᯘ⨾ಖᏊ 狩

5．在宅療養者の被災実態と防災教育の取り組みの方向性

◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ୕ᾆ䜎䜖䜏㻌

㻌 ᵔ⏫䛻䛶⿕⅏ᆅ䛾⏕άᨭဨ➼䛸ඹྠ䛧䚸ఫẸ䛾ᗣᨭ䜢䜑

7 ᩆᛴእ᮶ၥデ⚊䛛䜙䛾䝖䝸䜰䞊䝆ᨭሗ䛾⋓ᚓ

4．仮設住宅の改善および仮設住宅地におけるまちづくり提案
研究代表者

㟈⅏⯆㻌

◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᮧᒣඃᏊ㻌

㻌 ᆅᇦ་⒪䛾୰᰾䛸䛺䜛㝔䛻䛚䛔䛶ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䝖䝸䜰䞊䝆䛾

㻌 ᅇ䛾⿕⅏ሗ䜢䛷䛝䜛䛰䛡ᚋୡ䛻ఏ䛘䜛䛯䜑䚸ᩘ༑ᖺᚋ䜒ே䚻䛜

ᐇ䜢䚸ICT䜢ά⏝䛧䛶ᨭ䛩䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸ᚑ᮶䛾ᩆᛴእ᮶䛾

ᛀ䜜䛪䛻ゼ䜜䚸ᏊᏞ䛻ఏ䛘䜛䛣䛸䜢ど㔝䛻䛔䜜䛯ὠἼ㈨ᩱ㤋䜢䜲䞁

ཷ⚊䠄ᩆᛴእ᮶ၥデ⚊䠅䜢ศᯒ䛧䚸䛭䛣䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛ഴྥ䛺䛹䜢ሗ

䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛻ᵓ⠏䛩䜛䚹㻌㻌

䛸䛧䛶ᢳฟ䞉ᥦ♧䛩䜛䛣䛸䛷䝖䝸䜰䞊䝆ᐇ䞉ᨵၿ䜢ᨭ䛩䜛䚹㻌㻌
䛣䛹䜒䜅䛳䛣䛖䛛䛔䛞inᑠᮏ䛾ᵝᏊ㻌

ሗ࿌᭩䠄ᕥ䠅䛸䝎䜲䝆䜵䝇䝖∧䠄ྑ㻌
Ⓨ⾲䛾ᵝᏊ㻌

㻤㻌

ᖹ
ᡂ
23
ᖺ
ᗘ

㻡㻌

㻌

㻌

9課題
平成24年度 地域協働研究
（教員提案型）
ᖹᡂ24ᖺᗘ㻌ᆅᇦ༠ാ◊✲䠄ᩍဨᥦᆺ䠅9ㄢ㢟㻌

11．失語症者における聴覚機能に関する研究

課題提案者
いわてリハビリテーションセン
ター／研究代表者
社会福祉学部
㻝㻝㻚ኻㄒ⪅䛻䛚䛡䜛⫈ぬᶵ⬟䛻㛵䛩䜛◊✲㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
䛔䜟䛶䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
♫⚟♴Ꮫ㒊㻌
ᩍᤵ㻌 ⡿ᮏΎ
⡿ᮏΎ㻌教授

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

清

課題提案者 いわて三陸ジオパー
准教授 伊藤英之
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ク推進協議会／研究代表者
䛔䜟䛶୕㝣䝆䜸䝟䞊䜽᥎㐍༠㆟㻌総合政策学部
◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌
ᩍᤵ㻌 ఀ⸨ⱥஅ
ఀ⸨ⱥஅ㻌
㻝㻞㻚䛔䜟䛶୕㝣䜸䝸䝆䝘䝹䛾䝆䜸䝒䞊䝸䝈䝮䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸ᐇ㊶㻌

1．
「見守り」
を核とするICTを活用した医療・福祉連携策の検討
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13．歴史に学ぶ 女性と復興
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14．和太鼓打撃におけるリズム感の可視化と学習効果に関する研究
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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
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岩手県の震災復興状況に関する長期モニタリング調査と質的情報の解析手法の開発

〜史跡を中心に〜
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7．津波の記憶を忘れないためのWeb上の津波資料館の構築
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ソーシャルメディアを対象とした大震災に関する被災女性ニーズ抽出の研究
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ὒ㔝⏫≉ᐃᨻ⟇᥎㐍ᐊ㻌㻌
ᒾ⏣ᬛ㻌㻌㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ᐑྂ▷ᮇᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᒾ⏣ᬛ㻌

㻌 ᮏ◊✲䛷䛿䚸₇ዌ⪅䛜ಶ䚻䛷䜒䛳䛶䛔䜛䝸䝈䝮ឤ䛚䜘䜃ᣦᑟ⪅䛜

㻌 ᮏ◊✲䛿䚸ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛾⿕⅏ᆅᇦᨭ䛸䛧䛶ὒ㔝⏫䛻タ❧䛥

ឤぬⓗ䛻ఏ䛘䛯䛔㌟య▱䜢ල⌧䛧䚸Ꮫ⩦⪅䛻Ẽ䛵䛝䜢䛘䜛䛣䛸

䜜䛯䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜢᰾䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ≉ᛶ䛻䛒䛳䛯䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾

䜢┠ᶆ䛸䛩䜛䚹ኴ㰘䛾ᢏ⬟䛿䚸⇍⦎䛧䛯䝯䞁䝞䞊䛾₇ዌ䛩䜛ኴ㰘

䠄㈍㊰ᣑ䠅䜔㎰ၟᕤ㐃ᦠ䛺䛹䛾⏘ᴗ⤒῭ศ㔝䛻㛵䛩䜛ຓゝ䚸㐃

䜢䛂┠䛃䛷ぢ䛶䚸䛂⪥䛃䛷⫈䛔䛶ぬ䛘䜛䛣䛸䛜ᇶᮏ䛷䛒䜛䛯䜑䚸₇ዌ⪅

ᦠ᪉⟇䞉䠥䠟䠰䠄Informa�on and Communica�on Technology䠅䜢ά⏝䛧

䛜⪥䛷⪺䛔䛶䛸䜙䛘䛶䛔䜛䝔䞁䝫䛸䚸ᚲせ䛸䛥䜜䜛䝔䞁䝫䛜␗䛺䜛ሙ

䛯ሗⓎಙ䛺䛹䛻㛵䛩䜛ᖜᗈ䛔ຓゝ䞉ᣦᑟ䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶

ྜ䛜䛒䜛䚹䛣䛾䛸䛝䚸ᣦᑟ⪅䛜ཱྀ㢌䛷ఏ䛘䛶䜒₇ዌ⪅䛿ṇ䛧䛔䛸

䛔䜛䚹◊✲άື䛿㛫ⓗไ⣙䜢⪃៖䛧䛶ඛ⾜◊✲䜢୰ᚰ䛻ᐇ

ᛮ䛳䛶䛔䜛䛯䜑ಟṇ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ䛜䛒䜛䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸つ

䛧䛯䚹㻌

ᐃ䛾䝔䞁䝫䛸ᡴᧁ䛾䝔䞁䝫䛾䝍䜲䝭䞁䜾䜢㡢㡪䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ྍど

㻌 䛣䛾◊✲䛻㝿䛧䛶ὒ㔝⏫ഃ䛷䛿䚸ὒ㔝⏫ෆ䛾␗ᴗ✀ὶ䛺䛹
㻌 䛣䛾◊✲䛻㝿䛧䛶ὒ㔝⏫ഃ䛷䛿䚸ὒ㔝⏫ෆ䛾␗ᴗ✀ὶ䛺䛹
䛾⤌⧊䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᰴᘧ♫ὒ㔝䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜢᰾䛸䛧
䛾⤌⧊䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᰴᘧ♫ὒ㔝䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜢᰾䛸䛧
䛯ᡴ䛱ྜ䜟䛫䛾㛤ദ䛺䛹㐃⤡ㄪᩚ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹㻌㻌
䛯ᡴ䛱ྜ䜟䛫䛾㛤ദ䛺䛹㐃⤡ㄪᩚ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹㻌㻌

䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸₇ዌ⪅䛻Ẽ䛝䜢䛘䜛䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䚹㻌㻌

㻞㻚㻝㻌
㻝㻚㻡㻟㻌
㻞㻚㻝㻞㻌
㻟㻚㻜㻌

㻝㻚㻜㻌 㻜㻚㻞㻌

䜜䜔䛩䛥㻌

⏑䛥㻌

㻙㻟㻚㻜㻌

㻙㻝㻚㻜㻌

ᐁ⬟ホ౯䛾⤖ᯝ㻌

䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䚹㻌㻌

䜜䜔䛩䛥㻌

䛽䛳䛸䜚ឤ㻌

㻝㻚㻜㻌
⏑䛥㻌

㻟㻚㻜㻌

䛽䛳䛸䜚ឤ㻌

ᐁ⬟ホ౯䛾⤖ᯝ㻌

ᖹᡂ24ᖺᗘ
21課題
平成24年度 ᆅᇦ༠ാ◊✲䠄ᆅᇦᥦᆺ䞉๓ᮇ䠅21ㄢ㢟㻌
地域協働研究
（地域提案型・前期）
1．岩手沿岸における震災復興ビジネスの成果と限界（岩手県における人口の社会減対策の強化に向けた課題整理）

課題提案者 県庁政策推進室／研究代表者 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
総合政策学部
准教授 桒田但馬
㻝㻚ᒾᡭἢᓊ䛻䛚䛡䜛㟈⅏⯆䝡䝆䝛䝇䛾ᡂᯝ䛸㝈⏺㻔ᒾᡭ┴䛻䛚䛡䜛ேཱྀ䛾♫ῶᑐ⟇䛾ᙉ䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟ᩚ⌮㻕㻌
┴ᗇᨻ⟇᥎㐍ᐊ
┴ᗇᨻ⟇᥎㐍ᐊ㻌

2．
被災地における絶滅危惧植物ミ
ズアオイとビオトープの再生
⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᱔⏣ణ㤿㻌
㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌

NPO法人AEA／研究代表者

総合政策学部 教授 平塚

明

㻞㻚⿕⅏ᆅ䛻䛚䛡䜛⤯⁛༴᳜≀䝭䝈䜰䜸䜲䛸䝡䜸䝖䞊䝥䛾⏕㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 㻺㻼㻻ἲே㻭㻱㻭㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᖹሯ᫂
ᖹሯ᫂㻌
3．
岩手県災害派遣福祉チームについて

課題提案者

社会福祉学部 准教授 都築光一

岩手県社会福祉協議会／研究代表者

㻟㻚ᒾᡭ┴⅏ᐖὴ㐵⚟♴䝏䞊䝮䛻䛴䛔䛶㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ᒾᡭ┴♫⚟♴༠㆟㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⊁㔝ᚭ
⊁㔝ᚭ㻌

4．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

㻠㻚⯆ᨭάື䛻䛚䛡䜛⾜ᨻ䛸Ẹ㛫䛾༠ാ䛾ᅾ䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
୍⯡♫ᅋἲேᮾ᪥ᮏ⤎䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊㻌
୍⯡♫ᅋἲேᮾ᪥ᮏ⤎䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍䞊㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌
⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌ᩍ

㻠㻚⯆ᨭάື䛻䛚䛡䜛⾜ᨻ䛸Ẹ㛫䛾༠ാ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
課題提案者 一般社団法人東日本絆コーディ
ネー
ションセンター／研究代表者 総合政策学部◊✲௦⾲⪅㻌
准教授 西出順郎

ᤵ㻌被災地の復興まちづく
すฟ㡰㑻㻌
ᩍᤵ㻌
すฟ㡰㑻㻌
5．
りにおけるユニバーサルデザインの課題について

課題提案者

社会福祉学部 教授 狩野

県庁地域福祉課／研究代表者

㻡㻚⿕⅏ᆅ䛾⯆䜎䛱䛵䛟䜚䛻䛚䛡䜛䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ┴ᗇᆅᇦ⚟♴ㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⊁㔝ᚭ
⊁㔝ᚭ㻌

徹

6．防災行政無線に音声合成を用いるための最適制御法に関する検討

㻢㻚㜵⅏⾜ᨻ↓⥺䛻㡢ኌྜᡂ䜢⏝䛔䜛䛯䜑䛾᭱㐺ไᚚἲ䛻㛵䛩䜛᳨ウ㻌㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
ἑᮧ⏬⥲ົㄢ㻌
ἑᮧ⏬⥲ົㄢ㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌
ྡᩍᤵ㻌
ఀ⸨᠇୕䠄๓䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊䠅
๓ᩍᤵ㻌
ఀ⸨᠇୕㻌
㻢㻚㜵⅏⾜ᨻ↓⥺䛻ྜᡂ㡢䜢⏝䛔䜛䛯䜑䛾᭱㐺ไᚚἲ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
課題提案者 滝沢村企画総務課／研究代表者
名誉教授
（前ソフ
トウェア情報学部）
伊藤憲三

7．
福祉NPOの自主事業開発における戦略的課題について
㻣㻚⚟♴㻺㻼㻻䛾⮬ᴗ㛤Ⓨ䛻䛚䛡䜛ᡓ␎ⓗㄢ㢟䛻䛴䛔䛶㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 㻺㻼㻻ἲே䛔䜟䛶䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䝉䞁䝍䞊㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᐑᇛዲ㑻
ᐑᇛዲ㑻㻌
課題提案者

社会福祉学部 教授 宮城好郎

NPO法人いわてユニバーサルデザインセンター／研究代表者

㻤㻚Ꮚ䛹䜒䡡Ꮚ⫱䛶ᐙᗞᨭ䛻ྥ䛡䛯ᆅᇦ㐃ᦠ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ὒ㔝⏫⚟♴ㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᒣᮏඞᙪ
ᒣᮏඞᙪ㻌
8．
子ども・子育て家庭支援に向けた地域連携に関する研究

課題提案者

洋野町福祉課／研究代表者

社会福祉学部 准教授 山本克彦

㻥㻚㟁Ꮚ䜹䝹䝔ᑟධ๓ᚋ䛾⫋ဨ䛾ᴗົ㔞䛾ẚ㍑䛸ຠᯝⓗ䛺ேဨ㓄⨨䛾᳨ウ䛃䠉እ᮶䛸Ჷ䛻䛚䛡䜛䛂㝔䛻䛚䛡䜛㻵㼀ᑟධ䛻㛵䛩䜛ホ౯⣔䛃䛾どⅬ䛛䜙ぢ䛯┳ㆤሗ㐠
㻥㻚㟁Ꮚ䜹䝹䝔ᑟධ๓ᚋ䛷䛾⫋ဨ䛾ᴗົ㔞䛾ẚ㍑䛸ຠᯝⓗ䛺ேᮦ㓄⨨䛾᳨ウ㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ┒ᒸ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᒣෆ୍ྐ㻌

−外来と病棟における「病院におけるIT導入に関する評価系」の視点から見た看護情報運用状況−
9．
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時配置の検討
⏝≧ἣ䠉㻌㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ┒ᒸ㉥༑Ꮠ㝔㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᒣෆ୍ྐ㻌
㻝㻜㻚ᒾᡭ┴䛻䛚䛡䜛ⱝᖺᛶㄆ▱䛾ᮏே䛸ᐙ᪘䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
ㄆ▱䛾ே䛸ᐙ᪘䛾ᒾᡭ┴ᨭ㒊㻌
◊✲௦⾲⪅㻌
♫⚟♴Ꮫ㒊㻌
⸨㔝ዲ⨾㻌
課題提案者
盛岡赤十字病院／研究代表者
看護学部
教授 ᩍᤵ㻌
山内一史

㻝㻜㻚ᒾᡭ┴䛻䛚䛡䜛ⱝᖺᛶㄆ▱䛾ᮏே䛸ᐙ᪘䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ㄆ▱䛾ே䛸ᐙ᪘䛾ᒾᡭ┴ᨭ㒊㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⸨㔝ዲ⨾
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

課題提案者

認知症の人と家族の会岩手県支部／研究代表者

㻢㻌

智

㻝㻚㻜㻌

◳䛥㻌

ᾐỈᆅᇦ䝬䝑䝥㻌㻌
ᡭⱁ䜢㏻䛨䛯ὶ䛾ᵝᏊ㻌

課題提案者

岩田

社会福祉学部 准教授 藤野好美

ᖹ
ᡂ
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ᖺ
ᗘ

ᯇ⏣ᾈ୍㻌㻌㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ㅮᖌ㻌 ᯇ⏣ᾈ୍㻌

㻜㻚㻤㻌

㻜㻚㻥㻌

㻙㻜㻚㻥㻌
㯮ᖹ㻌
㻙㻝㻚㻜㻌
◳䛥㻌

䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹㻌㻌
䛛䛺⏑䛸䝁䜽䛜䛒䜛

㻝㻚㻤㻌

㻜㻚㻝㻌

㻙㻜㻚㻥㻌 㯮༓

瀬川典久

㻜㻚㻞㻌

䜟䛛䜚䚸㯮༓▼䛿䛾㯮㇋
䛺䜚◳䛔ഴྥ䛻䛒䜛
䛸䛿␗䛺䜛ㄪ⌮≉ᛶ䜢䜒䛴䛣䛸
䛜䚸ᐁ⬟ホ౯䛷䛿䜟䛪

倉原宗孝

䛩䜛䚹䛹䛾䜘䛖䛻ᡴᧁ䝍䜲䝭䞁䜾䛜ኚ䛧䛶䛔䛟䛛䜢ᐜ᫆䛻ぢ䛘䜛

䠄ග㯮䜢ᇶ‽䠄㻜䠅䠅㻌

ฟ䛧䛯䚹㻌䜎䛯䚸ᐁ⬟ホ౯䛛䜙䜟
ᢠ㓟⬟䜢᭷䛩䜛䛣䛸䜢ぢฟ䛧䛯䚹䛥䜙

䜸䞁䝷䜲䞁ὠἼ㈨ᩱ㤋䛾䝣䝻䞁䝖䝨䞊䝆㻌㻌
㣗స䜚䛾ᵝᏊ㻌

ホ౯್㻌

㻙㻜㻚㻝㻌

㻙㻝㻚㻟㻌
䛻పୗ䛧䚸㯮༓▼㇋䛜⏕య
್䛾పୗഴྥ䛸⫢⮚TBARS್䛾᭷ព䛺
Ἴ✀㻌
ෆᢠ㓟⬟䜢᭷䛩䜛䛣䛸䜢ぢ
పୗ䛜䜏䜙䜜䚸㯮༓▼㇋䛜⏕యෆ

䛪䛛䛻⏑䛸䝁䜽䛜䛒䜛䛣䛸䛜
䛻䛾㯮㇋䛸䛿␗

課題提案者 盛岡市歴史文化課／研究代表者 総合政策学部 教授
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ┒ᒸᕷ⎔ቃ⏬ㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ㅮᖌ㻌 ℩ᕝஂ
℩ᕝஂ㻌
㻞㻜㻚┒ᒸᕷෆ䛻䛚䛡䜛䜹䝷䝇䛾⾜ືศᯒ䛸ྍど㻌
20．
盛岡市内におけるカラスの行動分析と可視化
課題提案者 盛岡市環境企画課／研究代表者 ソフトウェア情報学部 講師
㻞㻝㻚㻚䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜢᰾䛸䛧䛯ᆅᇦ㐃ᦠ䛸ᆅᇦ⯆㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ὒ㔝⏫≉ᐃᨻ⟇᥎㐍ᐊ㻌
ὒ㔝⏫≉ᐃᨻ⟇᥎㐍ᐊ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ᐑྂ▷ᮇᏛ㒊㻌
ᐑྂ▷ᮇᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌
ᩍᤵ㻌 ᒾ⏣ᬛ
ᒾ⏣ᬛ㻌
㻞㻝㻚䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜢᰾䛸䛧䛯ᆅᇦ㐃ᦠ䛸ᆅᇦ⯆㻌
21．
コールセンターを核とした地域連携と地域振興
課題提案者 洋野町特定政策推進室／研究代表者 宮古短期大学部 准教授

子

ὠἼ䛾グ᠈䜢ᛀ䜜䛺䛔䛯䜑䛾Webୖ䛾ὠἼ㈨ᩱ㤋䛾ᵓ⠏㻌
ᗣᨭ䛾ᑓ㛛ᐙ䛷䛒䜛┴ෆ┳ㆤᖌ䛜䛴䛟䜛⿕⅏ᆅఫẸ䛾ᒃሙ

◊✲௦⾲⪅㻌 ┳ㆤᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ୕ᾆ䜎䜖䜏㻌㻌
㻌ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䜘䜚Ⓨ⏕䛧䛯ὠἼ䛻䜘䜚䚸ᒾᡭ┴䛷䛿୕㝣ᆅᇦ

堀篭義裕

県庁政策推進室／研究代表者

ኴ㰘ᡴᧁ䛻䛚䛡䜛䝸䝈䝮ឤ䛾ྍど䛸Ꮫ⩦ຠᯝ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
ኴ㰘ᡴᧁ䛻䛚䛡䜛䝸䝈䝮ឤ䛾ྍど䛸Ꮫ⩦ຠᯝ䛻㛵䛩䜛◊✲㻌㻌

㻥㻚ୖ⏘㯮㇋䛂㯮༓▼䛃䛾ᰤ㣴ᶵ⬟ᛶ䛸ຍᕤ㣗ရ䜈䛾ᛂ⏝䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 ┒ᒸ▷ᮇᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ༓ⴥၨᏊ
༓ⴥၨᏊ㻌
9．
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

研究代表者

総合政策学部 准教授

課題提案者

㻌

㻌

ᖹ
ᡂ
24
ᖺ
ᗘ

米本

␗ᴗ✀ὶ䛾ເ㞟䛾䝏䝷䝅㻌

8課題
平成24年度 ᆅᇦ༠ാ◊✲䠄ᆅᇦᥦᆺ䞉ᚋᮇ䠅8ㄢ㢟㻌
地域協働研究
（地域提案型・後期）
ᖹᡂ24ᖺᗘ
〜予約・備忘通知機能を活用して〜
1．
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
㻝㻚⿕⅏ᆅ䛻䛚䛡䜛ὶᴗ䜈䛾㧗㱋⪅ཧຍಁ㐍䝅䝇䝔䝮䛾᭷ຠᛶ᳨ド㻌
䡚ண⣙䡡ഛᛀ㏻▱ᶵ⬟䜢ά⏝䛧䛶䡚㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ᰴᘧ♫䜄䞊䜇䜛㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ♫⚟♴
課題提案者

Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᑠᕝᏊ㻌

社会福祉学部 教授 小川晃子

株式会社ぴーぷる／研究代表者

2．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

ᒾᡭ┴ಖ⚟♴㒊ᆅᇦ⚟♴ㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌前社会福祉学部
㻌♫⚟♴Ꮫ㒊㻌
⣽⏣㔜᠇䠄๓♫⚟♴Ꮫ㒊䠅
๓ᩍᤵ㻌
⣽⏣㔜᠇㻌
㻞㻚ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ὠἼ䛻䛚䛡䜛⚟♴㑊㞴ᡤ䛾≧ἣ䛸ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶㻌
課題提案者ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
岩手県保健福祉部地域福祉課／研究代表者
細田重憲

3．
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
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
┒ᒸᕷᩍ⫱ጤဨṔྐᩥㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 䝋䝣䝖䜴䜵䜰ሗᏛ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᑠ᪉Ꮥ
ᑠ᪉Ꮥ㻌
㻟㻚≀ㄒ⮬ື⏕ᡂᶵ⬟䜢ᣢ䛳䛯༤≀㤋ᒎ♧䝘䝡䝀䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮㻌
課題提案者

盛岡市教育委員会歴史文化課／研究代表者 ソフトウェア情報学部 教授 小方

孝

㻠㻚ᒾᡭ┴䛾䛂᳃ᯘබᅬ䛃䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛◊✲䠉⤯⁛༴᳜≀䛾බ㛤䛸ಖ䛻䛴䛔䛶䠉㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ᑠᒾ㎰∾䞞䠄ᒾᡭ┴ἑ᳃ᯘබᅬ㻌 ᣦᐃ⟶⌮⪅䠅㻌 ◊✲௦⾲⪅
◊✲௦⾲⪅㻌
4．
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−
⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ᖹሯ᫂㻌 課題提案者

総合政策学部 教授 平塚

小岩井農牧㈱（岩手県滝沢森林公園 指定管理者）／研究代表者

明

5．
観光資源「室根山」
を活用した地域活性化へのアプローチ
㻡㻚ほග㈨※䛂ᐊ᰿ᒣ䛃䜢ά⏝䛧䛯ᆅᇦάᛶ䜈䛾䜰䝥䝻䞊䝏㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 ୍㛵ᕷᐊ᰿ᨭᡤ⏘ᴗ⤒῭ㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ྜྷ㔝ⱥᒱ
ྜྷ㔝ⱥᒱ㻌
課題提案者

総合政策学部 教授 吉野英岐

一関市室根支所産業経済課／研究代表者

ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 㔠䜿ᓮ⏫⥲ྜᨻ⟇ㄢ㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ⱴ㔝ᜏ⚽
ⱴ㔝ᜏ⚽㻌
㻢㻚⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᑟධಁ㐍䛻䜘䜛㔠䞄ᓮ⏫䛾ෆⓎⓗⓎᒎ䛻ྥ䛡䛯ᇶ♏ㄪᰝ㻌
6．
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

課題提案者

金ケ崎町総合政策課／研究代表者

総合政策学部 准教授 茅野恒秀

㻣㻚ἑᮧ䛻䛚䛡䜛ᮌ㉁䝞䜲䜸䝬䝇䜶䝛䝹䜼䞊䠄⸄䠅䛾⏝ಁ㐍䛻㛵䛩䜛◊✲㻌 ㄢ㢟ᥦ⪅㻌 㻺㻼㻻ἲே䜾䝸䞊䞁䝬䜲䝹㻌 ◊✲௦⾲⪅㻌 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊㻌 ᩍᤵ㻌 ㇂ኴ㑻
㇂ኴ㑻㻌

7．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

㻤㻚㔩▼䛻䛚䛡䜛䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖䛻ྥ䛡䛯䝷䜾䝡䞊Ẹㄅ䛾సᡂ㻌
ㄢ㢟ᥦ⪅㻌
㔩▼䝅䞊䜴䜵䜲䝤䝇㻾㻲㻯㻌
◊✲௦⾲⪅㻌 総合政策学部
┒ᒸ▷ᮇᏛ㒊㻌教授
ᩍᤵ㻌
ཎⱥᏊ
ཎⱥᏊ㻌
課題提案者
NPO法人グ
リーンマイル／研究代表者
渋谷晃太郎

8．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
課題提案者

釜石シーウェイブスRFC／研究代表者

㻣㻌

盛岡短期大学部 准教授 原

英子

