
日本都市計画学会 学術研究論文発表会プログラム
17-Iセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

脱工業化時代の大都市における製造業維持の実現方法に関する研究9:20発表番号: 1

司会者: 石橋　知也 著者： 諸隈　紅花 東京大学大学院○

窪田　亜矢 東京大学 

土地の様相と所有形態の変遷から見る既成市街地の新陳代謝と空間変容9:40発表番号: 2

司会者: 石橋　知也 著者： 小林　里瑳 東京大学大学院○

羽藤　英二 東京大学大学院 

幕末・明治初期に開港した地方都市における港湾開発と土地利用計画の相互展開10:00発表番号: 3

司会者: 石橋　知也 著者： 伊藤　涼祐 （株）ノーザンクロス○

松井　大輔 新潟大学 

吉祥寺駅周辺における短冊形地割の成立過程に関する考察10:20発表番号: 4

司会者: 石橋　知也 著者： 山崎　美樹 東京理科大学大学院○

伊藤　裕久 東京理科大学 

江戸東京の都市形成と見附枡形門の関係性に関する考察10:40発表番号: 5

司会者: 今村　洋一 著者： 山中　謙介 国土交通省○

伊藤　裕久 東京理科大学 

石榑　督和 東京理科大学 

路線的商業地域の計画思想に関する研究11:00発表番号: 6

司会者: 今村　洋一 著者： 中川　嵩章 東日本旅客鉄道（株）○

真田　純子 東京工業大学 

昭和初期の京都都市計画風致地区における眺望に基づく行為許可と行政指導11:20発表番号: 7

司会者: 今村　洋一 著者： 谷川　陸 京都大学大学院○

山口　敬太 京都大学大学院 

川﨑　雅史 京都大学大学院 

岐阜都市計画下水道事業の成立経緯に関する研究11:40発表番号: 8

司会者: 今村　洋一 著者： 出村　嘉史 岐阜大学○



17-IIセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

郊外ニュータウンに居住する高齢者の歩行継続要因9:20発表番号: 9

司会者: 清水　陽子 著者： 佐藤　宏亮 芝浦工業大学○

和田　朋憲 川崎市 

遊佐　敏彦 奈良県立医科大学 

都市圏における社会経済的な居住分化の観点から見た近隣生活施設へのアクセシビ
リティ格差

9:40発表番号: 10

司会者: 清水　陽子 著者： 上杉　昌也 福岡工業大学○

安本　晋也 中部大学 

空き店舗発生状況に基づく中心市街地の空間構造の診断10:00発表番号: 11

司会者: 清水　陽子 著者： 大平　悠季 鳥取大学○

桑野　将司 鳥取大学 

福山　敬 鳥取大学 

町工場地域における用途混在パターンと住工共存の評価10:20発表番号: 12

司会者: 清水　陽子 著者： 角田　優子 大阪市立大学大学院○

横山　俊祐 大阪市立大学大学院 

徳尾野　徹 大阪市立大学大学院 

児童期における地元地域との関わりとソーシャル・キャピタル形成の関係10:40発表番号: 13

司会者: 清水　陽子 著者： 吉城　秀治 福岡大学○

辰巳　浩 福岡大学 

堤　香代子 福岡大学 

白井　颯太 福岡市役所 

中心市街地における公共空間の周辺エリアのイメージと回遊行動への影響に関する
研究

11:00発表番号: 14

司会者: 加藤　浩司 著者： 木村　希 東京急行電鉄（株）○

松行　美帆子 横浜国立大学大学院 

中村　文彦 横浜国立大学 

三浦　詩乃 横浜国立大学大学院 

有吉　亮 横浜国立大学大学院 

まちなか広場における交流行動者間構造に関する研究11:20発表番号: 15

司会者: 加藤　浩司 著者： 東川　祐樹 （株）オリエンタルコンサルタンツ○

松村　暢彦 愛媛大学 

片岡　由香 愛媛大学 

まちづくり市民活動団体の役割構造の分析手法開発に向けた基礎研究11:40発表番号: 16

司会者: 加藤　浩司 著者： 籔谷　祐介 富山大学○

椎野　亜紀夫 札幌市立大学 

斉藤　雅也 札幌市立大学 

柿山　浩一郎 札幌市立大学 

中原　宏 札幌市立大学 



17-IIIセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

インドネシア国におけるトランスマイグレーション・コミュニティの住環境適応過
程

9:20発表番号: 17

司会者: 宮川　智子 著者： 落合　知帆 京都大学大学院○

リセリ　ラプラス
　レゼンデ

京都大学大学院 

岡﨑　健二 京都大学大学院 

フードポリシーカウンシルがもたらす、トロント市とオンタリオ州の政策連関に関
する研究

9:40発表番号: 18

司会者: 宮川　智子 著者： 本澤　絢子 東京工業大学○

土肥　真人 東京工業大学 

棚田の価値付けと保全活動の展開に関する研究10:00発表番号: 19

司会者: 宮川　智子 著者： 矢島　侑真 （株）エヌ・ティ・ティ・データ○

十代田　朗 東京工業大学 

津々見　崇 東京工業大学 

地方都市における空き家問題の基礎的モデル分析10:20発表番号: 20

司会者: 宮川　智子 著者： 近藤　明子 四国大学○

戸川　聡 四国大学 

人口社会増減と空間指標の関連分析10:40発表番号: 21

司会者: 樋口　秀 著者： 高取　千佳 名古屋大学大学院○

立地適正化計画と都市計画マスタープランの計画内容の関係性に関する研究11:00発表番号: 22

司会者: 樋口　秀 著者： 甘粕　裕明 東北大学大学院○

姥浦　道生 東北大学大学院 

苅谷　智大 東北大学大学院 

小地沢　将之 仙台高等専門学校 

携帯電話基地局データを用いた立地適正化計画の評価指標に関する研究11:20発表番号: 23

司会者: 樋口　秀 著者： 渋川　剛史 早稲田大学大学院○

浅野　周平 早稲田大学大学院 

十河　孝介 早稲田大学大学院 

森本　章倫 早稲田大学 

札幌市都心部における融雪施設を活用した雪対策のあり方に関する研究11:40発表番号: 24

司会者: 樋口　秀 著者： 井坂　和広 千葉大学大学院○

村木　美貴 千葉大学大学院 



17-IVセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

園庭をもたない保育施設における園外活動の空間的な広がりと地域資源活用9:20発表番号: 25

司会者: 後藤　智香子 著者： 浦田　愛永 早稲田大学大学院○

後藤　春彦 早稲田大学 

山村　崇 早稲田大学 

市街地における環境用水水利権の取得による多面的効果とその意義に関する研究9:40発表番号: 26

司会者: 後藤　智香子 著者： 小泉　恒紀 清水建設（株）○

中井　検裕 東京工業大学 

沼田　麻美子 東京工業大学 

地域スポーツコミッションによる地域活性化のあり方に関する研究10:00発表番号: 27

司会者: 後藤　智香子 著者： 細田　隆 東京大学大学院○

瀬田　史彦 東京大学大学院 

岩手県野田村の復興まちづくりにおける小中高参加による都市公園事業の総括10:20発表番号: 28

司会者: 後藤　智香子 著者： 三宅　諭 岩手大学○

大瀧　英知 いわて景観まちづくりセンター 

コミュニティ自治組織と既存自治組織の相互補完に向けて人的支援政策に求められ
る機能

10:40発表番号: 29

司会者: 倉知　徹 著者： 青木　和也 千葉工業大学○

西澤　貴文 （株）地域総合計画 

鎌田　元弘 千葉工業大学 

複数エリアマネジメント団体と広域団体の活動と変遷からみた相互の連携に関する
研究

11:00発表番号: 30

司会者: 倉知　徹 著者： 向井　雅人 南海電気鉄道（株）○

嘉名　光市 大阪市立大学大学院 

蕭　閎偉 大阪市立大学 

市民主体の市民ファンド組織運営上の課題とその解決策に関する考察11:20発表番号: 31

司会者: 倉原　宗孝 著者： 田邉　信男 西部技術コンサルタント（株）○

氏原　岳人 岡山大学大学院 

阿部　宏史 岡山大学大学院 

地域創生事業立案のための自治体職員を対象とする研修プログラムの実践と評価11:40発表番号: 32

司会者: 倉原　宗孝 著者： 平田　徳恵 首都大学東京○

清水　哲夫 首都大学東京 

川原　晋 首都大学東京 

岡村　祐 首都大学東京 



17-Vセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

事業内容及び利用者数から見た広島の水辺のオープン化の取り組み効果に関する考
察

9:20発表番号: 33

司会者: 佐野　浩祥 著者： 市川　尚紀 近畿大学○

公共空間としての川床創出の促進に関する研究9:40発表番号: 34

司会者: 佐野　浩祥 著者： 松尾　夏奈 芝浦工業大学大学院○

志村　秀明 芝浦工業大学 

河川管理用通路と沿川建物の特性の関係性に関する研究10:00発表番号: 35

司会者: 飯田　晶子 著者： 北村　佳恋 早稲田大学大学院○

後藤　春彦 早稲田大学 

高嶺　翔太 早稲田大学 

馬場　健誠 早稲田大学 

林　書嫻 早稲田大学 

シンガポールにおけるパークコネクターのルート整備特性に関する研究10:20発表番号: 36

司会者: 飯田　晶子 著者： 武田　重昭 大阪府立大学大学院○

蒋　雅瓊 国際航業（株） 

加我　宏之 大阪府立大学大学院 

増田　昇 大阪府立大学 

北海道の自治体における緑の基本計画策定の実態と課題10:40発表番号: 37

司会者: 飯田　晶子 著者： 愛甲　哲也 北海道大学大学院○

吉本　文香 北海道大学 

西東京市における農住混在市街地の土地利用変化に関する研究11:00発表番号: 38

司会者: 竹内　智子 著者： 木村　達之 東京大学大学院○

大方　潤一郎 東京大学大学院 

村山　顕人 東京大学大学院 

真鍋　陸太郎 東京大学大学院 

生産緑地転用および農業経営多角化の実態からみた都市農地保全に関する研究11:20発表番号: 39

司会者: 竹内　智子 著者： 佐竹　春香 （独）都市再生機構○

斎尾　直子 東京工業大学 

大都市圏郊外部における都市農家の生産緑地の維持・貸与意向11:40発表番号: 40

司会者: 竹内　智子 著者： 栗本　開 東京大学大学院○

飯田　晶子 東京大学大学院 

倉田　貴文 八王子市役所 

横張　真 東京大学大学院 



17-VIセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

駅前広場における荷捌き車両の駐車実態に関する研究9:20発表番号: 41

司会者: 梶田　佳孝 著者： 森田　翔 東日本高速道路（株）○

大沢　昌玄 日本大学 

中村　英夫 日本大学 

シェア型自動運転交通”Shared-adus”導入による駐車時空間削減効果9:40発表番号: 42

司会者: 梶田　佳孝 著者： 香月　秀仁 （独）都市再生機構○

東　達志 筑波大学大学院 

高原　勇 筑波大学 

谷口　守 筑波大学 

都市構造の違いがシェア型自動運転車の運行効率に及ぼす影響10:00発表番号: 43

司会者: 梶田　佳孝 著者： 東　達志 筑波大学大学院○

香月　秀仁 （独）都市再生機構 

谷口　守 筑波大学 

拠点間における都市機能の補完可能性10:20発表番号: 44

司会者: 梶田　佳孝 著者： 森本　瑛士 筑波大学大学院○

伊藤　将希 筑波大学 

谷口　守 筑波大学 

地域公共交通再編に伴う交通結節点整備に関する研究10:40発表番号: 45

司会者: 梶田　佳孝 著者： 長瀬　健介 （株）日立製作所○

中井　検裕 東京工業大学 

沼田　麻美子 東京工業大学 

地方都市における到達圏人口が都市中心部の歩行者空間の賑わいに及ぼす影響分析11:00発表番号: 46

司会者: 桑野　将司 著者： 松中　亮治 京都大学大学院 

大庭　哲治 京都大学大学院 

井手　秀 京都大学大学院○

立花　拓也 四国旅客鉄道（株） 

立地適正化計画に整合した地域公共交通網形成計画の立案手法に関する研究11:20発表番号: 47

司会者: 桑野　将司 著者： 溝上　章志 熊本大学○

尾山　賢太 熊本市役所 

疑似体感型Walkability評価の基礎的分析11:40発表番号: 48

司会者: 桑野　将司 著者： 中村　一樹 名城大学○



17-VIIセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

相乗り型ライドシェアにおける乗り換え効果9:20発表番号: 49

司会者: 貞広　幸雄 著者： 長　晃 東京地下鉄（株）○

馬　東来 筑波大学 

高原　勇 筑波大学大学院 

大澤　義明 筑波大学 

総合リユース店舗における万引き被害の空間的特徴9:40発表番号: 50

司会者: 貞広　幸雄 著者： 藤本　典志 筑波大学大学院○

大山　智也 筑波大学大学院 

雨宮　護 筑波大学 

ドローンによる物品配送サービスの待ち行列モデル10:00発表番号: 51

司会者: 貞広　幸雄 著者： 栗田　治 慶應義塾大学○

店舗構成変遷と商店主への商業継続意向調査を通した商店街の個性の持続可能性予
測

10:20発表番号: 52

司会者: 貞広　幸雄 著者： 末繁　雄一 東京都市大学○

松尾　采佳 （株）スペース 

新の人口動態を用いた小地域単位での住環境得点による人口増加の再現性検証10:40発表番号: 53

司会者: 貞広　幸雄 著者： 相　尚寿 東京大学○

逐次添加法による放射環状ボロノイ図の描画アルゴリズム11:00発表番号: 54

司会者: 本間　健太郎 著者： 岩城　遼 慶應義塾大学大学院○

栗田　治 慶應義塾大学 

鵜飼　孝盛 防衛大学校 

施設距離の空間相関とレーダーチャート面積の不安定性11:20発表番号: 55

司会者: 本間　健太郎 著者： 竹中　太基 筑波大学大学院○

仲村　健 筑波大学 

鵜飼　孝盛 防衛大学校 

大澤　義明 筑波大学 

扇形シルベスター4点問題とウェーバー問題端点解発生確率11:40発表番号: 56

司会者: 本間　健太郎 著者： 四衢　深 筑波大学○

川口　明子 日本交通公社 

石井　儀光 国土交通省国土技術政策総合研究所 

大澤　義明 筑波大学 



18-Iセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

近代以降の字図復元からみた嬉野温泉街の河川沿い土地利用変遷9:20発表番号: 57

司会者: 山口　敬太 著者： 花元　康平 佐賀大学大学院○

三島　伸雄 佐賀大学大学院 

戦前の林学者による都市計画への接近に関する考察9:40発表番号: 58

司会者: 藤賀　雅人 著者： 西川　亮 立教大学○

地方計画論の影響による戦前外地での地域制の発展と戦後都市計画法改正検討10:00発表番号: 59

司会者: 藤賀　雅人 著者： 岡辺　重雄 福山市立大学○

満州国国都建設計画再考10:20発表番号: 60

司会者: 江口　久美 著者： 五島　寧 横浜市○

「住宅問題と都市計画」再考 : 都市計画家は「一元化テーゼ」を提唱したか?10:40発表番号: 61

司会者: 江口　久美 著者： 秋本　福雄 九州大学名誉教授○

中国西安市古城区における歴史的環境保全に関する研究11:00発表番号: 62

司会者: 江口　久美 著者： 馬　茲辰 岩手大学大学院○

三宅　諭 岩手大学 

市民参加型ホームレス実態調査「ストリートカウント」の国際的動向に関する研究11:20発表番号: 63

司会者: 江口　久美 著者： 河西　奈緒 東京工業大学 

町田　大 （独）国際協力機構○

北畠　拓也 東京工業大学 

土肥　真人 東京工業大学 

オーストラリアNSW州における若者や子供たちの不安定居住問題への対応策「ユース
ホームレス支援」の政策と実態

11:40発表番号: 64

司会者: 江口　久美 著者： 青山　優 NTT都市開発（株）○

河西　奈緒 東京工業大学 

土肥　真人 東京工業大学 

2016年熊本地震での益城町における被災世帯の仮設住宅移行プロセスに関する分析13:00発表番号: 65

司会者: 黒瀬　武史 著者： 渡邉　萌 熊本大学大学院○

円山　琢也 熊本大学 

熊本地震による益城町仮設住宅入居世帯の住まいの意向変化の実態と要因13:20発表番号: 66

司会者: 黒瀬　武史 著者： 永迫　杏菜 熊本大学大学院○

渡邉　萌 熊本大学大学院 

佐藤　嘉洋 熊本大学大学院 

円山　琢也 熊本大学 

北陸地方の屋外屋根付まちなか３広場を対象とした平日の日常利用とその季節変動
に関する研究

13:40発表番号: 67

司会者: 黒瀬　武史 著者： 林　尚 東日本旅客鉄道（株）○

樋口　秀 長岡技術科学大学大学院 

中出　文平 長岡技術科学大学大学院 

松川　寿也 長岡技術科学大学大学院 

公民連携による公共空間の維持管理及び利活用手法としての都市利便増進協定に関
する研究

14:00発表番号: 68

司会者: 黒瀬　武史 著者： 松下　佳広 東京大学大学院○

泉山　塁威 東京大学 

小泉　秀樹 東京大学大学院 

東京インナーエリアのインキュベーション機能に関する研究14:20発表番号: 69

司会者: 黒瀬　武史 著者： 城所　哲夫 東京大学大学院○

福田　崚 東京大学大学院 

増田　耕平 東京大学大学院 

蕭　閎偉 大阪市立大学 



小規模不動産事業を通じた既成市街地再生を目指す社会的企業の可能性と課題14:40発表番号: 70

司会者: 松本　邦彦 著者： 中島　弘貴 東京大学大学院○

真鍋　陸太郎 東京大学大学院 

村山　顕人 東京大学大学院 

地方都市のまちなかにおける駐車場敷地の他用途転換に関する研究15:00発表番号: 71

司会者: 松本　邦彦 著者： 槇　敬介 長岡市役所○

樋口　秀 長岡技術科学大学大学院 

中出　文平 長岡技術科学大学大学院 

松川　寿也 長岡技術科学大学大学院 

歴史的都心地区におけるコインパーキング立地の時空間パターン分析15:20発表番号: 72

司会者: 小川　宏樹 著者： 大庭　哲治 京都大学大学院○

地方都市における既存マンションの居住者変化と人口保持に向けた課題に関する研
究

15:40発表番号: 73

司会者: 小川　宏樹 著者： 木元　一星 沖縄防衛局○

樋口　秀 長岡技術科学大学大学院 

中出　文平 長岡技術科学大学大学院 

松川　寿也 長岡技術科学大学大学院 

災害復興土地区画整理事業の発災から都市計画決定・事業認可・換地処分までの時
間的経過

16:00発表番号: 74

司会者: 小川　宏樹 著者： 大沢　昌玄 日本大学○

岸井　隆幸 日本大学 

歴史的市街地における保全・活性化事業によるコンバージョン店舗の誘発に関する
研究

16:20発表番号: 75

司会者: 小川　宏樹 著者： 王　揚 大阪大学大学院○

松本　邦彦 大阪大学大学院 

澤木　昌典 大阪大学大学院 
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災害ボランティアニーズの発生要因とタイミングに関する実証分析9:20発表番号: 76

司会者: 馬場　美智子 著者： 長曽我部　まどか 鳥取大学○

谷本　圭志 鳥取大学

森本　智喜 日野ボランティア・ ネットワーク

岩手県上閉伊郡大槌町町方地区の復興計画策定過程における住民参加型議論の役割9:40発表番号: 77

司会者: 馬場　美智子 著者： 渡部　美香 （株）三菱地所設計○

福島　秀哉 東京大学大学院

豪雨災害に対する避難の備えと避難意図の関係性に関する研究10:00発表番号: 78

司会者: 馬場　美智子 著者： 吉田　護 長崎大学大学院○

柿本　竜治 熊本大学大学院

東日本大震災の復旧・復興期における商業集積支援策に関する研究10:20発表番号: 79

司会者: 馬場　美智子 著者： 長坂　泰之 横浜市立大学○

災害遺構の価値構成に関する研究10:40発表番号: 80

司会者: 馬場　美智子 著者： 石原　凌河 龍谷大学○

バンコク郊外駅周辺における歩行路ネットワークの構成と形成過程に関する研究11:00発表番号: 81

司会者: 山村　崇 著者： 伊藤　智洋 東京大学大学院○

窪田　亜矢 東京大学

人口構成バランスに着目した郊外住宅団地の持続性の検討11:20発表番号: 82

司会者: 山村　崇 著者： 小林　真央 （株）URリンケージ○

菊地　吉信 福井大学大学院

2010-2016年の新聞記事記載内容の分析を通じた保育施設の開設反対事例の全国実態
と課題

11:40発表番号: 83

司会者: 山村　崇 著者： 後藤　智香子 東京大学大学院○

近藤　早映 東京大学

林　和眞 東京都市大学

小泉　秀樹 東京大学大学院

熊本地震における通行止めが九州の広域道路網の機能低下に及ぼした影響とその回
復過程に関する研究

13:00発表番号: 84

司会者: 梅本　通孝 著者： 胡　雨吟 九州大学大学院○

新垣　孝宗 九州大学大学院

外井　哲志 九州大学大学院

大枝　良直 九州大学大学院

大規模災害からの復旧対応力を考慮した道路啓開計画モデルの提案13:20発表番号: 85

司会者: 梅本　通孝 著者： 坂本　淳 高知大学○

西内　裕晶 高知工科大学

防災船着場の緊急時における機能の評価に関する研究13:40発表番号: 86

司会者: 梅本　通孝 著者： 藤田　尚樹 東京工業大学○

中井　検裕 東京工業大学

沼田　麻美子 東京工業大学

地震火災および洪水に備えた高齢者の避難対応とケアマネジャーによる支援対応の
実態と課題

14:00発表番号: 87

司会者: 梅本　通孝 著者： 石井　亮介 （株）地域計画連合○

中村　仁 芝浦工業大学

津波常習地域における漁業集落環境整備事業に関する研究14:20発表番号: 88

司会者: 照本　清峰 著者： 萩原　拓也 東京大学大学院○

窪田　亜矢 東京大学

南海トラフ巨大地震の津波被災想定地域における「事前復興」の取組実態と課題14:40発表番号: 89

司会者: 照本　清峰 著者： 村上　亮 （株）建設技術研究所○

家田　仁 政策研究大学院大学



巨大災害時疎開シミュレーションの構築と検証15:00発表番号: 90

司会者: 照本　清峰 著者： 廣井　悠 東京大学大学院○

斉藤　健太 名古屋市役所 

福和　伸夫 名古屋大学 

東日本大震災津波被災市街地の再整備と被災事業者の動向の関係に関する研究15:20発表番号: 91

司会者: 照本　清峰 著者： 益邑　明伸 東京大学大学院○

窪田　亜矢 東京大学 

家庭と乗用車から生じる市区町村別CO2排出量に関する考察15:40発表番号: 92

司会者: 宮﨑　ひろ志 著者： 松橋　啓介 国立環境研究所○

石河　正寛 国立環境研究所 

原子力発電所事故避難者受け入れ等に伴う都市計画への影響について16:00発表番号: 93

司会者: 宮﨑　ひろ志 著者： 齊藤　充弘 福島工業高校専門学校○

携帯電話の位置情報を活用した豪雪による市民生活への影響16:20発表番号: 94

司会者: 宮﨑　ひろ志 著者： 谷本　圭志 鳥取大学○

山口　博哉 鳥取県 

原発複合被災集落における避難指示解除後の土地利用形態に関する研究16:40発表番号: 95

司会者: 宮﨑　ひろ志 著者： 新妻　直人 東京大学大学院○

窪田　亜矢 東京大学 
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Jリーグ全ホームスタジアムの施設特性と立地特性に関する基礎的研究9:20発表番号: 96

司会者: 姥浦　道生 著者： 志摩　憲寿 東洋大学○

宮吉　悠太 （株）MJE 

都市構造評価指標を用いた地方都市の類型化9:40発表番号: 97

司会者: 姥浦　道生 著者： 八木　恒憲 広島大学大学院○

田村　将太 広島大学大学院 

田中　貴宏 広島大学大学院 

米国の人口減少都市における土地利用転換戦略に関する考察10:00発表番号: 98

司会者: 姥浦　道生 著者： 矢吹　剣一 東京大学大学院○

黒瀬　武史 九州大学大学院 

既成市街地の低炭素化に寄与する再生可能エネルギーインフラに関する研究10:20発表番号: 99

司会者: 姥浦　道生 著者： 山川　智 東京電力エナジーパートナー（株）○

村上　公哉 芝浦工業大学 

福井　遼 元芝浦工業大学大学院 

環境性・防災性を考慮した段階的なエネルギーネットワーク構築のあり方に関する
研究

10:40発表番号: 100

司会者: 姥浦　道生 著者： 船崎　公介 千葉大学大学院○

村木　美貴 千葉大学大学院 

事業性を考慮した再生可能エネルギー導入拡大のあり方に関する研究11:00発表番号: 101

司会者: 志摩　憲寿 著者： 中　朝哉 千葉大学大学院○

村木　美貴 千葉大学大学院 

防災性を考慮した自立・分散型エネルギーシステム構築に関する研究11:20発表番号: 102

司会者: 志摩　憲寿 著者： 古内　大志 千葉大学大学院○

村木　美貴 千葉大学大学院 

都市計画マスタープランから立地適正化計画への目標都市構造の変化に関する研究11:40発表番号: 103

司会者: 志摩　憲寿 著者： 尹　莊植 秋田県立大学○

山口　邦雄 秋田県立大学 

小島　寛之 秋田県立大学大学院 

大規模小売店舗の立地動向に着目した都市機能誘導区域の評価に関する研究13:00発表番号: 104

司会者: 志摩　憲寿 著者： 浅野　周平 早稲田大学大学院○

森本　章倫 早稲田大学 

地方線引き都市の市街化区域内の人口密度構造に関する研究13:20発表番号: 105

司会者: 志摩　憲寿 著者： 野本　明里 （株）千代田コンサルタント○

丸岡　陽 長岡技術科学大学大学院 

松川　寿也 長岡技術科学大学 

中出　文平 長岡技術科学大学 

樋口　秀 長岡技術科学大学 

首都圏の市町村における用途地域等指定方針および指定基準に関する研究13:40発表番号: 106

司会者: 古山　周太郎 著者： 中西　正彦 横浜市立大学○

都市計画決定された駅前広場の鉄道廃止後の都市計画の扱い及び活用実態に関する
研究

14:00発表番号: 107

司会者: 古山　周太郎 著者： 谷﨑　将吾 福岡県庁○

大沢　昌玄 日本大学 

中村　英夫 日本大学 

Iターン者による漁業資産の引き継ぎと観光業への転用に関する基礎的研究14:20発表番号: 108

司会者: 古山　周太郎 著者： 永島　奨之 （株）アルメックVPI○

川原　晋 首都大学東京 

野田　満 首都大学東京 

中山間地域における人的ネットワークの強さと健康指標との関連性に関する研究14:40発表番号: 109

司会者: 古山　周太郎 著者： 野原　康弘 宇都宮大学○

佐藤　栄治 宇都宮大学 

中村　哲也 日光市社会福祉協議会 



地方圏立地企業における他地域出身者の役割15:00発表番号: 110

司会者: 古山　周太郎 著者： 福田　崚 東京大学大学院○

城所　哲夫 東京大学大学院 

瀬田　史彦 東京大学大学院 

五島地域を対象とする交通条件を考慮した離島住民の島外への買い物行動に関する
研究

15:20発表番号: 111

司会者: 森尾　淳 著者： 大枝　良直 九州大学大学院○

津森　政宏 西日本高速道路（株） 

外井　哲志 九州大学大学院 

全国都市の住宅地特性とその交通行動特性の長期的変化15:40発表番号: 112

司会者: 森尾　淳 著者： 中道　久美子 東京工業大学○

呂　田子 アクセンチュア（株） 

花岡　伸也 東京工業大学 

地方都市における人口密度構造の変容と世帯特性に関する一考察16:00発表番号: 113

司会者: 森尾　淳 著者： 丸岡　陽 長岡技術科学大学大学院○

中出　文平 長岡技術科学大学 

地域特性及び物件属性に着目した空き家の発生状況に関する研究16:20発表番号: 114

司会者: 森尾　淳 著者： 織田　峻央 西武鉄道（株）○

森本　章倫 早稲田大学 

浅野　周平 早稲田大学大学院 

人口減少予測にあらがうための基礎分析16:40発表番号: 115

司会者: 森尾　淳 著者： 川﨑　薫 筑波大学大学院○

大橋　瑞生 筑波大学 

谷口　守 筑波大学 
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都市計画区域を廃止する可能性が高い領域の現状と課題に関する研究9:20発表番号: 116

司会者: 小林　剛士 著者： 佐藤　雄哉 豊田工業高等専門学校○

小椋　弘佳 米子工業高等専門学校 

線引きと非線引きの都市計画区域が併存する都市の区域再編の経緯と土地利用規制
の内容に関する研究

9:40発表番号: 117

司会者: 小林　剛士 著者： 佐藤　拳太 五洋建設（株）○

松川　寿也 長岡技術科学大学 

中出　文平 長岡技術科学大学 

樋口　秀 長岡技術科学大学 

市街化調整区域地区計画と上位計画の整合性と運用課題に関する研究10:00発表番号: 118

司会者: 小林　剛士 著者： 村山　広典 北海道庁○

松川　寿也 長岡技術科学大学 

中出　文平 長岡技術科学大学 

樋口　秀 長岡技術科学大学 

都市における土地利用コントロール制度と歴史的環境保全制度の関係に関する国際
比較研究

10:20発表番号: 119

司会者: 小林　剛士 著者： 藤岡　麻理子 横浜市立大学○

中西　正彦 横浜市立大学 

鈴木　伸治 横浜市立大学 

都市スケール持続可能性評価ツールの比較分析10:40発表番号: 120

司会者: 大澤　昭彦 著者： 船本　歩 東京大学大学院○

真鍋　陸太郎 東京大学大学院 

村山　顕人 東京大学大学院 

大方　潤一郎 東京大学大学院 

立地適正化計画策定都市での開発許可制度の方針と運用に関する研究11:00発表番号: 121

司会者: 大澤　昭彦 著者： 齋藤　勇貴 三井共同建設コンサルタント（株）○

松川　寿也 長岡技術科学大学 

丸岡　陽 長岡技術科学大学大学院 

中出　文平 長岡技術科学大学 

樋口　秀 長岡技術科学大学 

自己用限定型3411条例としながらも著しい市街化を許容した宇都宮市での住宅開発
の特徴と集約型都市政策への影響に関する一考察

11:20発表番号: 122

司会者: 大澤　昭彦 著者： 松川　寿也 長岡技術科学大学○

丸岡　陽 長岡技術科学大学大学院 

中出　文平 長岡技術科学大学 

樋口　秀 長岡技術科学大学 

居住地から目的地までの距離が愛着と満足の関係性に与える影響に関する研究11:40発表番号: 123

司会者: 大澤　昭彦 著者： 小池　博 近畿大学○

太田　壮哉 近畿大学 

長谷川　直樹 近畿大学 

地方都市近郊の農村地域における高齢者の住み替え意向調査13:00発表番号: 124

司会者: 藤岡　泰寛 著者： 五十石　俊祐 高砂市○

石井　儀光 国土交通省国土技術政策総合研究所 

岩田　司 東北大学災害科学国際研究所 

拠点都市における移住・定住施策の実態と移住者特性に関する研究13:20発表番号: 125

司会者: 藤岡　泰寛 著者： 武田　裕之 大阪大学大学院○

加賀　有津子 大阪大学大学院 

「シェアビレッジ・プロジェクト」がコミュニティ形成に与える影響に関する考察13:40発表番号: 126

司会者: 藤岡　泰寛 著者： 小池　リリ子○

瀬田　史彦 東京大学大学院 

小泉　秀樹 東京大学大学院 

管理不全マンションの実態と予防・解消のための施策の検討14:00発表番号: 127

司会者: 菊地　吉信 著者： 齊藤　広子 横浜市立大学○



地方自治体における所有者不明の土地・住宅への対応状況と課題14:20発表番号: 128

司会者: 菊地　吉信 著者： 土屋　依子 国土交通省○

伊藤　夏樹 国土交通省 

山本　秀一 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 

まちづくり活動とのマッチングによる空き家活用推進事例の研究14:40発表番号: 129

司会者: 菊地　吉信 著者： 笈田　幹弘 （株）LIXIL○

後藤　智香子 東京大学大学院 

小泉　秀樹 東京大学大学院 

角屋　ゆず （一財）世田谷トラストまちづくり 

山田　翔太 （一財）世田谷トラストまちづくり 

震災復興プロセスにおける面的整備事業計画のワンストップ調整に関する研究15:00発表番号: 130

司会者: 米野　史健 著者： 宮川　雅史 新日鉄興和不動産（株）○

姥浦　道生 東北大学大学院 

苅谷　智大 東北大学大学院 

小地沢　将之 仙台高等専門学校 

東日本大震災後の初動期における建築規制とその空間形成への影響に関する研究15:20発表番号: 131

司会者: 米野　史健 著者： 贄田　純平 小田急電鉄（株）○

姥浦　道生 東北大学大学院 

苅谷　智大 東北大学大学院 

小地沢　将之 仙台高等専門学校 

長期の復興事業における自治体間の継続的な人的支援と受援の在り方の研究15:40発表番号: 132

司会者: 米野　史健 著者： 磯田　芳枝 工学院大学大学院○

野澤　康 工学院大学 



18-Vセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

大学生のストレス解消に利用されるサードプレイスに関する研究9:20発表番号: 133

司会者: 白柳　洋俊 著者： 山田　崇史 近畿大学○

森口　元貴 （株）アサヒファシリティズ 

公共空間活用における「参加型社会実験手法」としての 「神田警察通り賑わい社会
実験2017」の成果と課題

9:40発表番号: 134

司会者: 白柳　洋俊 著者： 泉山　塁威 東京大学○

中島　伸 東京都市大学 

小泉　秀樹 東京大学大学院 

イタリア第三世代の景観計画と景観保護における国の役割に関する研究10:00発表番号: 135

司会者: 白柳　洋俊 著者： 宮脇　勝 名古屋大学大学院○

集落・町並み保全地域における地域主体の調整システムの構築と調整課題の変遷に
関する研究

10:20発表番号: 136

司会者: 出村　嘉史 著者： 石山　千代 東京大学大学院○

窪田　亜矢 東京大学 

西村　幸夫 神戸芸術工科大学 

京都市先斗町における多主体連携による保全型まちづくりの展開10:40発表番号: 137

司会者: 出村　嘉史 著者： 畠山　結 新潟大学大学院○

松井　大輔 新潟大学 

沢畑　敏洋 新潟大学大学院 

京都市東山区における簡易宿所営業の立地動向とそれによる地域への影響について11:00発表番号: 138

司会者: 丸谷　耕太 著者： 川井　千敬 龍谷大学大学院○

阿部　大輔 龍谷大学 

ロケツーリズムを契機とする観光振興に向けたプロセスと課題に関する研究11:20発表番号: 139

司会者: 丸谷　耕太 著者： 丸上　雄哉 東京大学大学院○

出口　敦 東京大学大学院 

地域の記憶継承のための歴史的資産のあり方の検討11:40発表番号: 140

司会者: 丸谷　耕太 著者： 清水　肇 琉球大学○

中村　友美 （株）URコミュニティ 

自然環境と新田開発の統計的解析からみた薩摩藩域における麓集落の立地構成と景
観特性

13:00発表番号: 141

司会者: 星野　裕司 著者： 新川　恵梨華 鹿児島大学大学院○

倉原　拡大 （株）傳設計 

佐々木　真美 国土交通省 

池﨑　晴菜 鹿児島市役所 

木方　十根 鹿児島大学大学院 

首都圏郊外部における学校を中心とした地域公共施設再編の検討手法13:20発表番号: 142

司会者: 星野　裕司 著者： 田崎　智之 清水建設（株）○

真鍋　陸太郎 東京大学大学院 

村山　顕人 東京大学大学院 

大方　潤一郎 東京大学大学院 

「設置管理許可制度」を用いたパークマネジメントにおける設置管理事業者の関与
実態に関する研究

13:40発表番号: 143

司会者: 愛甲　哲也 著者： 宋　俊煥 山口大学○

山崎　嵩拓 東京大学 

泉山　塁威 東京大学 

緑化に関する条例等における規定の構成要素とその時代変化に関する研究14:00発表番号: 144

司会者: 愛甲　哲也 著者： 植田　直樹 （株）三菱地所設計○

瀬島　由実加 東日本旅客鉄道（株） 

村上　暁信 筑波大学 



沿岸部の中高層市街地における街路の風・気温分布の分析および風通し改善モデル
の検討

14:20発表番号: 145

司会者: 原田　栄二 著者： 田中　健太 広島大学大学院○

矢上　優希 広島大学 

横山　真 広島大学大学院 

田中　貴宏 広島大学大学院 

松尾　薫 東京大学大学院 

佐土原　聡 横浜国立大学大学院 

地上設置型太陽光パネルの規制・誘導条例の立地規制および景観保全への有効性14:40発表番号: 146

司会者: 原田　栄二 著者： 小嶋　一樹 大阪大学大学院○

松本　邦彦 大阪大学大学院 

澤木　昌典 大阪大学大学院 



18-VIセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

非負値テンソル因子分解を用いた交通系ICカードデータからの移動パターンの抽出
に関する研究

9:20発表番号: 147

司会者: 円山　琢也 著者： 細江　美欧 鳥取大学大学院○

桑野　将司 鳥取大学大学院 

谷本　圭志 鳥取大学大学院 

定常的交通行動に着目した個人表現に基づく休日の買い物目的地選択モデルと来訪
要因分析

9:40発表番号: 148

司会者: 円山　琢也 著者： 末木　祐多 山梨大学大学院○

原　祐輔 東京大学 

佐々木　邦明 山梨大学大学院 

澤田　茜 パシフィックコンサルタンツ（株） 

有働　友哉 山梨大学大学院 

観光地駐車場における時間短縮，事前予約制および付帯サービスの価値推計10:00発表番号: 149

司会者: 円山　琢也 著者： 清水　哲夫 首都大学東京○

竹本　佳文 東日本旅客鉄道（株） 

川原　晋 首都大学東京 

LRT・BRTの違いおよび都市内人口分布への影響を考慮した整備便益の計測10:20発表番号: 150

司会者: 円山　琢也 著者： 髙杉　叡生 千葉工業大学○

佐藤　徹治 千葉工業大学 

竹間　美夏 （株）大建情報システム 

CUEモデルを用いたLRT導入による人口誘導効果に関する研究10:40発表番号: 151

司会者: 円山　琢也 著者： 冨岡　秀虎 早稲田大学大学院○

森本　章倫 早稲田大学 

生活道路走行時のドライバーの歩行者に対するストレス意識に関する研究11:00発表番号: 152

司会者: 寺部　慎太郎 著者： 海野　遥香 岡山大学大学院○

橋本　成仁 岡山大学大学院 

生活道路における路側帯カラー舗装整備に対する自治体意識に関する研究11:20発表番号: 153

司会者: 寺部　慎太郎 著者： 西浦　哲哉 中電技術コンサルタント（株）○

橋本　成仁 岡山大学大学院 

道路空間将来像の可視化を用いた合意形成手法の提案に関する研究11:40発表番号: 154

司会者: 寺部　慎太郎 著者： 森重　裕貴 早稲田大学大学院○

森本　章倫 早稲田大学 

髙山　宇宙 早稲田大学大学院 

台湾・淡海地区における新たな公共交通システムの意思決定プロセス13:00発表番号: 155

司会者: 寺部　慎太郎 著者： 会田　裕一 双日（株）○

大沢　昌玄 日本大学 

岸井　隆幸 （一財）計量計画研究所 

都市自治体による公共交通政策に関連した財政支出に関する研究13:20発表番号: 156

司会者: 板谷　和也 著者： 髙野　裕作 （公財）日本都市センター○

谷口　守 筑波大学 

地域公共交通の供給制約を考慮した原発事故避難地域におけるモビリティ確保策の
検討

13:40発表番号: 157

司会者: 板谷　和也 著者： 吉田　樹 福島大学○

東京近郊におけるコミュニティ交通の政策と事例の実態14:00発表番号: 158

司会者: 板谷　和也 著者： 寺田　悠希 放送大学○

近藤　早映 東京大学 

後藤　智香子 東京大学大学院 

小泉　秀樹 東京大学大学院 

鉄道事業者による踏切障害対策の効果と方法に関する研究14:20発表番号: 159

司会者: 板谷　和也 著者： 伊藤　弘基 東日本旅客鉄道（株）○



駐車場の再配置による重要伝統的建造物群保存地区の歩行環境の改善に関する研究14:40発表番号: 160

司会者: 嶋田　喜昭 著者： 種﨑　夏帆 横浜国立大学大学院○

中村　文彦 横浜国立大学大学院 

田中　伸治 横浜国立大学大学院 

有吉　亮 横浜国立大学大学院 

三浦　詩乃 横浜国立大学大学院 

子ども乗せ自転車利用環境改善のための情報提供および安全教育の効果15:00発表番号: 161

司会者: 嶋田　喜昭 著者： 大森　宣暁 宇都宮大学○

岡安　理夏 東京都 

長田　哲平 宇都宮大学 

青野　貞康 宇都宮市 



18-VIIセッション ※リストの見方：セッション＝ 発表日+ 会場名 ○　発表者

空間的相互作用モデルとの矛盾およびパラメータ推定の実行に伴う問題を解消する
時空間アクセシビリティ指標

9:20発表番号: 162

司会者: 本間　健太郎 著者： 増山　篤 弘前大学○

移動距離に着目した右折禁止交通の効率性9:40発表番号: 163

司会者: 本間　健太郎 著者： 小又　暉広 筑波大学○

小林　隆史 立正大学 

高原　勇 筑波大学 

大澤　義明 筑波大学 

立地合致度指標を用いた公共施設立地の商業集積との空間的関係に関する研究10:00発表番号: 164

司会者: 宮川　雅至 著者： 嚴　先鏞 （公財）豊田都市交通研究所○

山村　拓巳 筑波大学大学院 

鈴木　勉 筑波大学 

観客からパフォーマーへの距離と視線の角度に着目した劇場ステージの配置および
形状の 適化モデル

10:20発表番号: 165

司会者: 宮川　雅至 著者： 小貝　洸希 慶應義塾大学大学院○

田中　健一 慶應義塾大学 

社会的便益に基づく商業均衡モデルの再解釈10:40発表番号: 166

司会者: 宮川　雅至 著者： 本間　健太郎 東京大学○

今井　公太郎 東京大学 

本間　裕大 東京大学 

目的地選択の類似性に着目した移動データの可視化手法11:00発表番号: 167

司会者: 宮川　雅至 著者： 田中　健一 慶應義塾大学○

拠点と軸の組合せに着目した都市構造の数理 適化11:20発表番号: 168

司会者: 宮川　雅至 著者： 鈴木　勉 筑波大学○

選択肢集合と周遊行動を考慮した消費者の選択行動に基づく東京都区部の購買地の
動態

11:40発表番号: 169

司会者: 鵜飼　孝盛 著者： 櫻井　雄大 東京理科大学○

東京都区部における建物更新の起こりやすさと住環境13:00発表番号: 170

司会者: 鵜飼　孝盛 著者： 宮川　大輝 東京大学大学院○

浅見　泰司 東京大学大学院 

樋野　公宏 東京大学大学院 

對間　昌宏 東京大学大学院 

薄井　宏行 東京大学大学院 

建物周り建ぺい率のばらつきに関する街区と沿道領域との比較検討～基盤地図情報
と数値地図を活用して

13:20発表番号: 171

司会者: 鵜飼　孝盛 著者： 奥貫　圭一 名古屋大学大学院○

Deep Neural Networkを用いた物件の賃料推定モデルの構築と地域ポテンシャルマッ
プの作成

13:40発表番号: 172

司会者: 鵜飼　孝盛 著者： 前田　翠 東京大学○

関本　義秀 東京大学 

瀬戸　寿一 東京大学 

樫山　武浩 東京大学 

建物棟数密度の減少による延焼確率の減少効果14:00発表番号: 173

司会者: 鵜飼　孝盛 著者： 薄井　宏行 東京大学大学院○

寺木　彰浩 千葉工業大学 

地域単位でのシビックテック活動の波及と持続可能性に関する研究14:20発表番号: 174

司会者: 辛島　一樹 著者： 瀬戸　寿一 東京大学○

関本　義秀 東京大学 



大規模高層団地に居住する高齢者の歩数と建造環境との関係14:40発表番号: 175

司会者: 辛島　一樹 著者： 濱田　貴之 （独）都市再生機構○

樋野　公宏 東京大学大学院 

石井　儀光 国土交通省国土技術政策総合研究所 

地方都市における小売店舗の立地・撤退の規定要因に関する研究15:00発表番号: 176

司会者: 辛島　一樹 著者： 都留　崇弘 東京工業大学○

福田　大輔 東京工業大学 

地方自治体による監視性の確保を目的とした防犯施策の計測と評価15:20発表番号: 177

司会者: 辛島　一樹 著者： 村中　大輝 東京都○

雨宮　護 筑波大学 

樋野　公宏 東京大学大学院 


