
研究発表セッションⅠ、ワークショップⅠ
第1日目　9月20日（土）　１０：００～１２：００

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
環境負荷と都市 ＣＯ２抑制とその手法 居住環境評価：社会関係と心理 人口減少の地域への影響 ワークショップⅠ

座長 氷鉋 揚四郎(筑波大学) 日引 聡(国立環境研究所) 兼田 敏之(名古屋工業大学) 川野辺 裕幸(東海大学)
戸田 常一(広島大学) 谷口 洋志(中央大学) 西川 雅史(青山学院大学) 城所 哲夫(東京大学)

論文名 人口減少時代における環境の関
連要因に関する研究

漁業生産活動によるCO2排出削
減に及ぼす漁港整備方式の比較
と評価

住民の生活満足度評価に関する
分析

韓国における地域間所得格差と
国土・地域政策についての一考
察

発表者（所属） ○康 伝金(筑波大学)
エン 晶晶(筑波大学)
氷鉋 揚四郎(筑波大学)

本松 敬一郎(北海道大学)
黒澤 馨(水産庁)
浅川 典敬((財)漁港漁場漁村技術
研究所)
古屋 温美(北海道大学)
中泉 昌光(水産庁)
○長野 章(公立はこだて未来大
学)

○豊田 奈穂(横須賀市都市政策
研究所)

○林 和眞(東京大学)
大西 隆(東京大学)
阿部 宏史(岡山大学)

論文名 道路交通の人工排熱に着目した
都市型ヒートアイランド関連施策
の評価に関する研究－東京23区
を対象として－

漁業地域における森林・海域の
CO2収支に関する研究

大都市郊外の公営住宅に居住す
る高齢者の社会関連性に関する
研究―周辺戸建て住宅地に暮ら
す高齢者との比較において―

人口減少社会における我が国の
労働政策―外国人労働者活用の
試論―

発表者（所属） ○今井 康平(電気通信大学)
山本 佳世子(電気通信大学)

○本松 敬一郎(北海道大学)
黒澤 馨(水産庁)
浅川 典敬((財)漁港漁場漁村技術
研究所)
古屋 温美(北海道大学)
中泉 昌光(水産庁)
長野 章(公立はこだて未来大学)

○仁科 伸子(法政大学) ○松下 奈美子(一橋大学)

論文名 中国と日本におけるE-wasteのリ
サイクルシステムの特性に関する
研究

炭素税の部門別効果の検討 自己効力感モデルに基づくリスク
回避行動の分析　―耐震補強工
事選択の分析を対象として―

Japan's Aging Society and Its
Foreign Workforce Policy

発表者（所属） ○畢 波(電気通信大学)
山本 佳世子(電気通信大学)

○清水 透(麗澤大学)
小野 宏哉(麗澤大学)

坂野 達郎(東京工業大学)
○大石 量平(東京工業大学)

○WIDODO Candraningratri
Ekaputri(東京大学)
ONISHI, Takashi (東京大学)

論文名 食品製造業におけるゼロエミッ
ション活動の特性―ビール製造
業、調味料製造業、精穀・製粉業
を事例として―

地域特性別にみた市町村温暖化
防止計画の策定動向と課題

出稼ぎの流出による中国農村地
域人口減少

発表者（所属） ○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)

○三瓶 由紀(国立環境研究所)
青柳 みどり(国立環境研究所)

○張 鵬(東京大学)
大西 隆(東京大学)

「政策・事業評価等を前提とした
行政文書管理――政策のトレー
サビリティを確保する」
 
報告者：
 田中信一郎（横浜市）「説明責任
を果たす公文書管理」
 西村啓聡（弁護士・日弁連情報
問題対策委員会）「省令・政令落
ちさせない公文書の作成・管理・
保存」
 上岡直見（環境自治体会議 環境
政策研究所）「公平性・透明性の
妨げとなる文書管理－行政訴訟
(道路)事例」
 青山貞一（武蔵工業大学）「技術
革新時代のデータ管理」

司会：
 福井秀夫（政策研究大学院大
学）

－



研究発表セッションⅡ
第2日目　9月21日（日）　９：００～１０：３０（第5会場は９：００～１１：００）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
まちづくりとその担い手 市民参加の新しい方式 都市・地域再生 都市システムの経済分析 コミュニティ・イノベーション

座長 佐藤 徹(高崎経済大学) 木谷 忍(東北大学) 駒井 正晶(慶應義塾大学) 小野 宏哉(麗澤大学) 細野 助博(中央大学)
堂免 隆浩(一橋大学) 瀬田 史彦(大阪市立大学) 朝倉 暁生(東邦大学) 川崎 一泰(東海大学) 松行 美帆子(東京大学)

論文名 子育て支援ネットワークの支援主
体の連携に関する研究

産業廃棄物処理計画策定におけ
る委員会方式による意味ある応
答―長野県中信地区の事例分析

都心部の都市再生へ向けた連鎖
型再開発事業手法に関する研究

生産の空間的配置と都市システ
ムの最適性に関するモデル分析

コミュニティビジネスとまちづくり
の戦略的な連携に関する現状と
課題

発表者（所属） ○宮尾 政行(電気通信大学)
山本 佳世子(電気通信大学)

○須永 洋平(東京工業大学)
原科 幸彦(東京工業大学)

○遠藤 皓介(立命館大学)
村橋 正武(大阪工業大学)

○田中 秀実(中央大学) 風見 正三(宮城大学)
○木下 斉(市街地経営研究機構)

論文名 大学における持続可能な地域づ
くりを担う人材の育成に関する研
究～滋賀県立大学「近江環人地
域再生学座」における教育プログ
ラム～

「市民自治力」を高める新たな市
民参加手法に関する研究―「市
民討議会」を事例として―

中心市街地活性化基本計画の達
成度の評価に関する研究―仙台
市中心市街地を事例として―

A Study on Supply and Demand
Balance Analysis and Policy
Mechanism of Water Resource in
the Capital Economic Circle of
China

地域資源を活用した地域ソーシャ
ル・イノベーションの形成に関す
る研究

発表者（所属） ○鵜飼 修(滋賀県立大学) ○渡真利 紘一(法政大学)
保井 美樹(法政大学)

風見 正三(宮城大学)
○石山 高央(宮城大学)

○Jingjing YAN(筑波大学)
Chuanjin KANG(筑波大学)
Yoshiro HIGANO(筑波大学)

○田代 洋久(大阪市立大学)
瀬田 史彦(大阪市立大学)

論文名 宇都宮市｢地域まちづくり組織｣の
現状と課題―｢地域まちづくり
フォーラム｣としての役割に着目し
て―

渋川市における中心市街地活性
化方策の現状と課題

北海道新幹線を活用した水産物
輸送の可能性と経済波及効果に
関する研究

昆布オーナー制販売の支援体制
構築とその成果に関する調査研
究

発表者（所属） ○岡田 雅代(うつのみや市政研究
センター)
美谷 薫(うつのみや市政研究セン
ター)

風見 正三(宮城大学)
○石田 武(成和コンサルタント
(株))
高橋 有希(成和コンサルタント
(株))

浅川 典敬(（財）漁港漁場漁村技
術研究所)
○古屋 温美(北海道大学)
中内 勲(国土交通省)
関川 雅史((株)メンテック)
長野 章(公立はこだて未来大学)

○菅野勇紀(日本データーサービ
ス(株))
横山 純(水産庁)
古屋 温美(北海道大学)
山本 尚希(公立はこだて未来大
学)
笹木 雅之(公立はこだて未来大
学)
長野 章(公立はこだて未来大学)

論文名 市民による地域存続への取組み
－夕張市の財政破綻後を例にし
て－

発表者（所属） ○平 修久(聖学院大学)

－

－

－ － －



研究発表セッションⅢ、ワークショップⅡ
第2日目　9月21日（日）　１０：４５～１２：１５（第5会場は１１：１５～１２：４５）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
地域づくりとＮＰＯ 合意形成と紛争解決 地域資源の活用 運輸・交通制度と地域・都市 ワークショップⅡ

座長 田中 廣滋(中央大学) 坂野 達郎(東京工業大学) 大西 隆(東京大学) 川上 洋司(福井大学)
山本 佳世子(電気通信大学) 保井 美樹(法政大学) 味水 佑毅(高崎経済大学) 根本 敏則(一橋大学)

論文名 地域に根ざす有機農業への取り
組みに関する研究―仙台市郊外
の大滝自然農園を事例として―

韓国のハンタン江ダム建設にお
けるコンフリクト類型の分析

世界遺産制度の社会的機能とそ
の変容

｢つながり｣から紡ぎ出される鉄道
の価値－鉄道存廃問題を契機と
した新たな地域文化の創造－

発表者（所属） ○木谷 忍(東北大学)
山崎 泰輔(農林水産省)
長谷部 正(東北大学)

○趙 誠培(北海道大学)
吉田 邦彦(北海道大学)
出村 克彦(北海道大学)

○井関 崇博(東京工業大学) ○清水 洋介(北海道大学)
森重 昌之(北海道大学)

論文名 わが国の地縁的な活動の再生・
強化方策に関する一考察

協働事業提案制度の課題～大和
市を事例として～

能登半島地震被災の過疎地・門
前　「歴史」「文化」で再生図る取
り組み

発展途上国における運輸交通に
関する制度の整備のための考察
(1)

発表者（所属） ○永冨 聡((株)日本総合研究所)
石田 祐((財)ひょうご震災記念21
世紀研究機構)
大森 淳平((有)ＯＭ環境計画研究
所)

○竹内 彩乃(東京工業大学)
村松 晶子(東京工業大学)
原科 幸彦(東京工業大学)

○堀田 哲弘((財)地域振興研究
所)

○金子 彰(東洋大学)

論文名 ＮＰＯ法人活動の活性化について
の一考察～先進的ＮＰＯ法人等
を対象としたヒアリング調査を中
心に～

河川環境の保全における市民団
体と行政との関係の発展プロセス

地域づくりの基盤となる自律的観
光とその公共性

都市交通力の把握と比較－中核
市を事例として－

発表者（所属） ○黒瀬 誠(中国電力(株)エネルギ
ア総合研究所)
広実 孝(中国電力(株)エネルギア
総合研究所)

○飯塚 史乃(東京工業大学)
原科 幸彦(東京工業大学)

○森重 昌之(北海道大学) ○板谷 和也((財)運輸調査局)
橋本 成仁((財)豊田都市交通研究
所)
山﨑 基浩((財)豊田都市交通研究
所)
太田 勝敏(東洋大学)

「開発援助における環境社会配
慮はどうあるべきか」

報告者：
 作本直行(日本貿易振興機構ア
ジア経済研究所)「開発援助にお
ける環境社会配慮の意義」
 藤崎成昭(東北大学)「わが国に
おける開発援助全体からみた視
点」
 浦郷昭子*、青木智男**、池田研
造*（*アイ･シー・ネット(株)、**日
本工営(株)）「実務者の立場から
見た課題」
 田辺有輝(「環境・持続社会」研究
センター)「NGOから見た課題と提
言」

コーディネーター：
 村山武彦(早稲田大学)



研究発表セッションⅣ、ワークショップⅢ
第2日目　9月21日（日）　１３：１５～１４：４５

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
情報システムと計画行政、その他 環境アセスメント 市町村合併 社会資本制度の課題と新展開 ワークショップⅢ

座長 太田 敏澄(電気通信大学) 若井 郁次郎(大阪産業大学) 大岩 雄次郎(東京国際大学) 原 勲(北星学園大学)
佐藤 哲也(静岡大学) 柳 憲一郎(明治大学) 三好 勝則(香川大学) 和泉 潤(名古屋産業大学)

論文名 情報マーケットにおける行政情報
と民間情報の一体的発信の効果
と発信組織選択に関する研究

計画プロセスと統合された戦略的
環境アセスメントの参加過程 - シ
アトル都市圏成長管理政策
VISION 2040の策定を事例に -

市町村合併による都市計画の現
状と課題に関する研究

人口減少地域における人口減少
がもたらす社会資本管理への具
体的な影響―北海道の人口減少
自治体の事例―

発表者（所属） ○藤田 昌弘(大手前大学)
有馬 昌宏(兵庫県立大学)
川向 肇(兵庫県立大学)

○柴田 裕希(東京工業大学)
多島 良(東京工業大学)
原科 幸彦(東京工業大学)

○鈴木 朗(フジ住宅(株))
村橋 正武(大阪工業大学)

○植村 哲士(Imperial College
London, 野村総合研究所)
宇都 正哲(野村総合研究所)
浅見 泰司(東京大学)
Susana Mourato(London School
of Economics and Political
Science)

論文名 健康情報の共有に関する課題と
展望 - 個人が健康情報を活用す
る時代の合意形成 -

オランダとイングランドの戦略的
環境アセスメントの比較研究

人口減少下における市町村合併
による漁業地域の行政施策への
影響に関する研究

ユーロトンネル社破綻原因とＢＯ
Ｔが内包する構造問題

発表者（所属） ○清水 薫((株)NTTデータ 技術開
発本部システム科学研究所)
石榑 康雄((株)NTTデータ 技術開
発本部システム科学研究所)

○松行 美帆子(東京大学)
木下 瑞夫(明星大学)
西浦 定継(明星大学)

○黒澤 馨(水産庁)
本松 敬一郎(北海道大学)
長野 章(公立はこだて未来大学)
古屋 温美(北海道大学)
中泉 昌光(水産庁)
森 健二(佐伯市)

○山本 千雅子(ｸﾞﾗﾃﾞｭｳｽ･ﾏﾙﾁﾘﾝ
ｶﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株))

論文名 フェアトレードにおける生産者―
日本ATO間パートナーシップに関
する研究

カリフォルニア州における再開発
事例に見るSEA効果とその条件

市町村合併に観る地方自治問題
‐平成の大合併を経て‐

一般道路整備における最低配分
保証制度の効果

発表者（所属） 坂野 達郎(東京工業大学)
○市川 泰子(東京工業大学)

○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)

○中川 甚哉(千葉商科大学)
田中 美子(千葉商科大学)

○味水 佑毅(高崎経済大学)

「ガバナンスの視点から見た米国
における成長管理の動向と課題：
コミュニティー・プランニングから
リージョナル・プランニングまで」

報告者：
 吉川富夫(県立広島大学)
 平　 修久(聖学院大学)
 保井美樹(法政大学)
 西浦定継(明星大学)

コーディネータ:
 西浦定継(明星大学)



研究発表セッションⅤ、ワークショップⅣ
第2日目　9月21日（日）　１５：００～１６：３０

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
財政政策・年金政策 人口減少下の国土計画 ワークショップⅣ

座長 松行 康夫(東洋大学) 浅見 泰司(東京大学)
原田 博夫(専修大学) 小竹 裕人(群馬大学)

論文名 人口規模と産業構成による自治
体の財政構造の特徴と動態

歴代総理大臣の国会演説にみる
国土計画の盛衰

発表者（所属） ○佐藤 正志(東京大学) ○橋本 武(内閣府)

論文名 市町村補助金制度の見直しに関
する実態調査

人口減少時代における住宅ストッ
ク活用に関する考察

発表者（所属） ○矢萩 雅広(筑波大学)
小山 雄資(筑波大学)
大澤 義明(筑波大学)
小林 隆史(筑波大学)

○呉 東建(東京急行電鉄(株))
大西 隆(東京大学)

論文名 日本における年金資産運用の在
り方について

人口減少局面の国土利用・都市
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