
10:00-10:10

A座長：大西隆（東京大学）・古屋秀樹（東洋大学） B座長：坂野達郎（東京工業大学）・水野谷剛（和光大学） C座長：大岩雄次郎（東京国際大学）・堂免隆浩（一橋大学） D座長：中村まづる（青山学院大学）・山本佳世子（電気通信大学） I座長：木村伸吾（東京大学）・氷鉋揚四郎（筑波大学）

10:10-10:30 <環境システム>
霞ヶ浦における窒素循環型社会構築の研究
渡部将来（筑波大学）

<安全・安心＞(1)
バイオ実験施設立地におけるリスクコミュニ
ケーションの課題―アセス適用の有無に着目
して―  田渕雄也（東京工業大学）、原科幸彦
（東京工業大学）

＜参加・ガバナンス＞(2)
地縁活動に対する参加の促進要因について
の一考察  永富聡（浜銀総合研究所）、石田祐
（明石工業高等専門学校）、小藪明生（早稲田
大学）

<経済>(2)
一般廃棄物行政における積極的な民間関与
に関する研究  杵島裕子（筑波大学）

10:10-10:15 趣旨説明　高橋鉄哉（東京大学）

10:30-10:50 我国における窒素循環動態と水環境汚染・地
球温暖化の関係  植野甲史郎（筑波大学）、氷
鉋揚四郎（筑波大学）

都市河川環境のリスク・コミュニケーション・シス
テムに関する研究　荒畑俊治（名古屋産業大
学）

地図作りを通じた新しい市民参加方法に関す
る一考察―スウェーデン発のソシオトープ・マッ
プ（sociotopemap）を事例として  佐々木晶子
（シーズ総合政策研究所）

環境計画における金融セクターの役割に関す
る研究  森紀将（東京工業大学）、小野聡（東
京工業大学）、原科幸彦（東京工業大学）

10:50-11:10 食品製造業におけるゼロエミッション活動の評
価  張世峰（電気通信大学）、山本佳世子（電
気通信大学）、和泉潤（名古屋産業大学）

犯罪抑止のための青色防犯灯の効果に関す
る研究  角田佑介（一橋大学）、堂免隆浩（一
橋大学）

地域担当制度に関する考察～導入状況と制
度運用上の課題～  佐藤彰彦（一橋大学）

都市ガス産業の規模の経済に関する一考察
橋本悟（一橋大学）

11:10-11:30
<環境政策>(1)
霞ヶ浦流域における水素エネルギー活用の温
暖化効果ガス削減評価  上田剛将（筑波大学）

福祉有償運送を実施している非営利組織の持
続的な運営に関する研究  阿部名保子（東京
工業大学）

公的給付を担うアソシアシオンの役割－フラン
スにおける生活困難者支援の例―  徳光直子
（一橋大学）

地方債金利決定要因の実証分析 小川元無
(高崎経済大学)

11:30-11:50 汚水処理施設整備の上位計画に関する研究
橋本豊（東京工業大学）、持木克之（東京工業
大学）、原科幸彦（東京工業大学）

小学生の通学路の安全性に着目した安全情
報共有GISに関する研究  柳沢剣（電気通信大
学）、山本佳世子（電気通信大学）

政策過程分析における各種の構成主義的ア
プローチに関する一考察  金昶基（東京大学）

<都市計画>
子どもの遊びにおける面白さと、それを通して
見る遊びの構造－国分寺市プレイステーション
を対象として－  崔顯株（一橋大学）、堂免隆
浩（一橋大学）、林大樹（一橋大学）

11:50-12:10 ハノイ都における積分の廃棄物処理システム
の展開を目指し、３Rsプロジェクトの実況の評
価  Nguyen Tien PHUC（筑波大学）

中国の都市における空間環境の脆弱な都市
地区の居住関係者に関する意識調査―重慶
市を事例として  孫立（東京大学）、戸叶洋道
（東京大学）

行政とＮＰＯ法人のパートナーシップの研究～
社会福祉分野を中心に～  大川新人（東京工
業大学）

シアトル市ダウンタウンエリアにおけるデザイン
レビューの運用実態について-建物ボリューム
調整の観点から-  堀裕典（東京大学）

12:10-12:30 Climate Change Issues in the Kyrgyz Republic:
Renewable Energy Perspectives and biomass
resources value: a case study of Petrovka village
Alibakieva Cholpon（筑波大学）

（12:10-13:00）

E 座長：川野辺裕幸（東海大学）・朝倉暁生（東邦大学） F 座長：籠義樹（麗澤大学）・鎌田裕美（西武文理大学） G 座長：根本敏則（一橋大学）・松本安生（神奈川大学） H 座長：原科幸彦（東京工業大学）・中村匡克（高崎経済大学）

13:00-13:20
<環境政策>(2)
最新のSEA理論に基づく諸SEA制度の分類
多島良（東京工業大学）、柴田裕希（東京工業
大学）、原科幸彦（東京工業大学）

<地域政策＞
徒歩と観光路線バスの併用による効率的な観
光ルートモデルの提案  川井博之（電気通信
大学）、山本佳世子（電気通信大学）

＜参加・ガバナンス＞(3)
目的指向型制度改革が本当にチームワークを
脅かすか？－地方自治体職員の内発的動機
づけとコンテクスチュアル・パフォーマンスの連
関に及ぼす組織フラット化の文脈効果－ 朴堯
星(東京工業大学）坂野達郎(東京工業大学）

<都市計画>(2)
都市空間における位置選択：相対的パーソナ
ルスペースに着目した待ち合わせ行動観察
戸田佐恵（一橋大学）、堂免隆浩（一橋大学）

13:20-13:40 リスクトレードオフに着目したタイヤ摩耗粉塵の
身体的影響に関する総合リスク評価  中山敬
太（筑波大学）

中小企業による共同受注の成立条件に関する
研究―長野県諏訪地域の事例から―  松本剛
司（一橋大学）、堂免隆浩（一橋大学）、林大樹
（一橋大学）

産業廃棄物広域認定制度の認定事業者の特
性に関する研究　浦野麻衣子（電気通信大
学）、山本佳世子（電気通信大学）

中国の夏暑冬寒地域の住宅のLCCO2低減に
関する研究  朱聖浩（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

13:40-14:00 ミニアセスの実施方法のあり方  酒井悠揮（東
京工業大学）、柴田裕希（日本学術振興会）

韓国における地域イノベーションシステム政策
の展開と効果に関する研究  林和眞（東京大
学）

＜経済＞(1)
中国浙江省における排出権取引制度導入に
関する研究―酸性雨対策を中心として―  王
奇俊（筑波大学）、康伝金（筑波大学）、氷鉋揚
四郎（筑波大学）

アフリカにおける土地保有権メカニズムの変容
とそれが住民と都市に与える影響-ザンビア・
ルサカの未計画居住地を事例として-  小野悠
（東京大学）

14:00-14:20 都市の持続可能性向上のための近年の計画
戦略の概要  唐君縝（東京大学）

日暮里繊維街における地域活性化戦略につ
いての考察  酢谷泰大（一橋大学）、堂免隆浩
（一橋大学）

東京都排出量取引制度に関する研究  佐藤弘
樹（電気通信大学）、山本佳世子（電気通信大
学）

TX沿線地域における一体型土地区画整理事
業に関する研究  平良諒（電気通信大学）、山
本佳世子（電気通信大学）

14:20-14:40 日本と中国における省エネルギー施策に関す
る比較研究  富田俊郎（電気通信大学）、山本
佳世子（電気通信大学）

＜参加・ガバナンス＞(1)
国別援助戦略策定手続きにおけるステークホ
ルダー参加の現状―ベトナム社会主義国を事
例に―  瀧屋直樹（東京工業大学）、原科幸彦
（東京工業大学）

都市鉱山からのインジウム循環利用に関する
研究  比留間望人（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

Transformation of Urban Planning System in
transitional Vietnam － Focusing on the role
of detailed planning in new urban development
process -  トランマイアン（東京大学）

14:20-15:00 総合討論
発表者・討論者・フロア全員参加

14:40-15:00 環境基本計画の推進における協働体制の変
遷と課題　―愛知県日進市を事例として―  小
野聡（東京工業大学）、下江俊裕（東京工業大
学）、原科幸彦（東京工業大学）

地域の将来像討議への無作為抽出市民討論
会の導入  村松晶子（東京工業大学）、井関崇
博（兵庫県立大学）、原科幸彦（東京工業大
学）

ハイブリッド自動車・電気自動車の普及による
経済波及効果の分析  菅原喬史（豊橋技術科
学大学）、渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

沖縄本島地域における土地利用基本計画の
土地利用規制の評価  松島寛知（電気通信大
学）、山本佳世子（電気通信大学）

15:00-15:05 総括
木村伸吾（東京大学）

15:20-17:30

沿岸域における流域生態系再生方策に向け
て
発表者：高橋鉄哉（東京大学）、櫻井一宏（名
古屋産業大学）、笠井亮秀（京都大学）、木村
伸吾（東京大学）、氷鉋揚四郎（筑波大学）
討論者：山尾理（海上保安庁）

昼食

10:15-10:55

10:55-11:35

11:35-12:15

13:00-13:40
沿岸域の環境・生態系再生のための政策の
展望（2）
流域圏における社会・環境分析と海域へのイ
ンパクト
発表者：櫻井一宏（名古屋産業大学）、高橋鉄
哉（東京大学）、氷鉋揚四郎（筑波大学）
討論者：水野谷剛（和光大学）

公開シンポジウム、優秀賞表彰式

第4回計画行政学会関東支部研究交流集会　プログラム
開会式

沿岸域の環境・生態系再生のための政策の
展望（1）
わが国の沿岸域・海洋政策について
発表者：片桐康孝（国土交通省総合政策局）、
谷幸二（国土交通省総合政策局）
討論者：宇於崎泰寛（日本システム開発研究
所）

大都市圏の海の再生－東京湾再生推進会議
－
発表者：山尾理（海上保安庁）
討論者：鈴木覚（NPO法人　海辺つくり研究
会）

高精度数値モデルによる貝類資源の保護区
設定に関する研究
発表者：三宅陽一（東京大学）、木村伸吾（東
京大学）、河村知彦（東京大学）、高見秀輝（東
北区水産研究所）、北川貴士（東京大学）
討論者：渋澤博幸（豊橋技術科学大学）

（12:15-13:00）

13:40-14:20

昼食



18:00-20:00 懇親会


