
 

セッショ ン名 A　震災・復興 B　環境配慮と都市 C　まちづくり D　市民組織・協働 E　ガバナンス

座長 原科幸彦・根本敏則 西浦定継・味水佑毅 和泉潤・鎌田裕美 細野助博・山本佳世子 遠藤薫・片山健介

会場 工学部14号館　141教室 工学部14号館　142教室 工学部14号館　143教室 工学部14号館　144教室 　工学部14号館　145教室

10:00-10:10

10:20-1040

BCP（事業継続計画）目的でのテレワーク導入・実施にお

ける利点と課題に関する研究（吉見憲二・早稲田大学大

学院国際情報通信研究科）

米国のNEPA における簡易アセスメント制度の特徴（岡

島雄、多島良、錦澤滋雄、原科幸彦・東京工業大学大学

院総合理工学研究科）

都市計画等の決定手続における地方議会の関与のあり

方についての一考察（松本貞雄・東京大学大学院工学系

研究科都市工学専攻）

協働推進における媒介市民の育成方法と適用に関する考察―

ドイ ツ・ニュルティンゲン市を事例に―（竹内彩乃、原科幸彦・東

京工業大学大学院総合理工学研究科）

スーパーマーケットにおける責任労働者論に関する一考

察―「仕事への満足」と「責任」の関係を考える―（柴田

拓哉・関東学院大学経済学部経営学科）

10:40-11:00

都市災害情報の蓄積を目的としたソーシャルメディアマッ

プの設計　（大熊健裕、山本佳世子・電気通信大学大学

院情報システム学研究科）

環境中ダイオキシン類濃度と焼却施設立地の関連性に関

する研究（石井真和、山本佳世子・電気通信大学大学院

情報システム学研究科）

遺伝的アルゴリズムを用いた観光関連施設の配置の評

価（井上美佳、山本佳世子・電気通信大学大学院情報シ

ステム学研究科）

Discussion on Quality-oriented Vocational Education of

Planners（Inner Mongolia University of Technology、Lv Huifen・

CABR urban planning and design institute Co., Ltd、Sun Li・

Beijing Institute of Civil Engineering and Architecture）

環境基本計画の推進を目的とした協働プロジェ クトの運営方法

～愛知県日進市における農業関連のプロジェ クトを事例として

～（小野聡、原科幸彦・東京工業大学大学院総合理工学研究科）

11:00-11:20

復興まちづくりにおいて地域コミュニティから民意を計画行政に

反映するオープンスペースの考察 ～被災地にコミュニティカ

フェ を創出する復興支援プロジェ クト「道のカ フェ 」の実践を通

じて～（谷中修吾・東京大学大学院工学系研究科）

都市の空間構造に着目したヒートアイランド強度の特性に

関する研究（佐藤史剛、山本佳世子・電気通信大学大学

院情報システム学研究科）

東京のしゃれた街並みづくり推進条例におけるまちづくり

の効果に関する研究（雨宮克也・東京大学大学院工学系

研究科都市工学専攻）

寄付型の市民共同太陽光発電施設設置における市民団

体の役割（孔翔平、杉本卓也、原科幸彦、秋山貴・東京

工業大学大学院総合理工学研究科）

電子政府と権力観 －メタガバナンスとしての電子政府－

（本田正美・東京大学大学院学際情報学府）

11:20-11:40

イ ンドネシア・アチェ 州におけるイ ンド洋大津波災害からの移転

型復興住宅地の定住状況とその影響要因に関する研究（樋脇寿

一、松行美帆子・横浜国立大学大学院都市イ ノベーショ ン学府/

研究院）

港区環境アセスメントにおける環境配慮対策の効果（丸

山大貴、錦澤滋雄、原科幸彦・東京工業大学大学院総合

理工学研究科）

モンゴル区画整理事業における市民参加に関する研究

（Enkhjargal Gombo、原科幸彦、錦澤滋雄・東京工業大学

大学院総合理工学研究科）

NPO有給スタッフの働く動機についての社会学的研究

（木下久美、井関崇博・兵庫県立大学）

社会福祉法人の合併後の組織統合による効率化の研究

（大川新人・東京工業大学大学院社会理工学研究科社

会工学専攻）

11:40-12:00

小規模開発における環境配慮制度に関する研究

―簡易アセスメントに着目して―（北山璃羅、柴田裕希・

滋賀県立大学）

バーチャルシティモデルを用いた眺望の数量化（安本晋也、

Andrew Jones・School of Environmental Sciences, University of

East Anglia、矢野桂司、中谷友樹・立命館大学文学部地理学科）

自治体の芸術文化政策に関するケーススタディ

（渡部春佳・東京大学大学院学際情報学府）

12:00-13:00

セッショ ン名 F　市街地活性化 G　環境と経済 H　交通・インフラ I　地域コミュニティ J　コミュニケーショ ン・合意形成

座長 和泉潤・西浦定継 田中秀幸・山本佳世子 廣松毅・岩井淳 坂野達郎・風見正三 村山武彦・片山健介

会場 工学部14号館　141教室 工学部14号館　142教室 　工学部14号館　143教室 工学部14号館　144教室 工学部14号館　145教室

13:00-13:20

Spatial modeling applied to the cities in the northern

and eastern areas of Japan（Manrique R. Luis C.、山本

佳世子・電気通信大学大学院情報システム学研究科）

JETRO 環境社会配慮ガイ ドラ イ ンに基づく民間企業が行う案

件発掘段階での環境社会配慮の実態と効果（今井麻央、多島

良、秋山貴、原科幸彦・東京工業大学大学院総合理工学研究科）

動画サイトの普及による地上デジタル移行率（花塚千恵

美・武蔵野大学）

ザンビア・ルサカ の未計画居住地における土地・空間概念の変

容: 慣習的システムと近代的システムの関係性に着目して（小野

悠・東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻）

地域知についてのコミュニケーショ ンを目的としたWeb-

GIS の活用に関する研究（中原宏樹、山本佳世子・電気

通信大学大学院情報システム学研究科）

13:20-13:40

掛川市の中心市街地活性化戦略―まちの魅力を伝える

広告塔としての中心市街地の活用―（塩野聖知、中島俊

一・中央大学細野ゼミナール）

戦略的環境アセスメントにおける環境面と経済・社会面の

評価手法（堀井翔平、柴田裕希・滋賀県立大学県境科学

部環境政策・計画学科）

違法駐輪対策に関する一考察―国立市における取り組

みを例に対策を考える―（橋本悟・一橋大学大学院商学

研究科）

農村地域に知識と情報の対流を促す多階層連携システムの概

要とその導入・運用手法（鬼塚健一郎・有限会社エクセリード・テク

ノロジー、星野敏、橋本禅・京都大学大学院農学研究科、沼田秀

穂、池田佳代・有限会社エクセリード・テクノロジー）

ICT技術を活用した遍路道ゴミ不法投棄問題の解決（中

川裕稀・徳島文理大学総合政策学部）

13:40-14:00
アニメイベントによる徳島市中心市街地活性化に関する

研究（北山友紀・徳島文理大学総合政策学部）

情報の非対称性とマクロ的不均衡の分析（村舘靖之・東

京大学大学院学際情報学府学際情報学専攻）

交通法規の地域性について－車社会徳島に適合した安

全で便利な「徳島県交通条例」に向けて（柳澤愛・徳島文

理大学総合政策学部）

地域間交流を目的としたWeb-GIS の設計に関する研究

（山田脩士、山本佳世子・電気通信大学大学院情報シス

テム学研究科）

風力発電事業における紛争解決に着目した環境アセスメ

ントの機能（畦地啓太、錦澤滋雄、原科幸彦・東京工業大

学大学院総合理工学研究科）

14:00-14:20

Strategies On The Investment And Resuscitation Of Abandoned

Projects. Case Study: Selangor And Kuala Lumpur（Soraya binti

Othman・東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻）

総合評価方式が企業の入札行動に与える影響に関する研究―

国土交通省入札データを用いて―（坂野達郎、中川智仁・東京工

業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻）

過疎地域の交通サービスに対する経済評価（西藤真一、

松田善臣・島根県立大学総合政策学部）

有機農業を支える地域コミュニティの発展とその要因（鈴

木典子、小野聡、秋山貴、原科幸彦・東京工業大学大学

院総合理工学研究科）

環境アセスメントにおける要約書に関する研究（川上祐史・東京

工業大学理学部地球惑星科学科、石川文月、錦澤滋雄、原科幸

彦・東京工業大学大学院総合理工学研究科）

14:20-14:40
韓国の地域産業政策における広域連携の現況と課題

（林和眞・東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻）

環境アセスメントにおける環境保全措置の実行性－東京

都を事例に－（関根宏一、錦澤滋雄、原科幸彦・東京工

業大学大学院総合理工学研究科）

宅配便事業のネットワーク構築に関する一考察（宮武宏

輔・一橋大学商学研究科）

原子力行政に関する公開会議に関する日米比較（政野淳

子・東京工業大学大学院総合理工学研究科）

14:40-15:00

中国都市部における「城中村」住環境整備事業の評価に

関する研究（孫立、吕慧芬、城所哲夫、大西隆・東京大学

大学院東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻）

15:10-16:10

仮設住宅地区におけるコミュニティの活性化（黒澤宏輔・

宮城大学大学院事業構想学研究科風見研究室、志賀英

仁、高橋結・宮城大学事業構想学部風見研究室）

景観形成における法制度の日独比較（芹澤由尚、錦澤滋

雄、秋山貴、原科幸彦・東京工業大学大学院総合理工学

研究科）

单三陸町におけるエコビレッジ構想（川野由利香、若林

俊介・宮城大学事業構想学部風見研究室）

アセス図書における要約書のあり方に関する研究‐米国の

Summary を事例に‐（石川文月・東京工業大学大学院総合理工

学研究科、川上祐史・東京工業大学理学部地球惑星科学科、錦

澤滋雄、原科幸彦・東京工業大学大学院総合理工学研究科）

地熱発電の普及におけるリスクコミュニケーショ ン（上地

成就、錦澤滋雄、原科幸彦・東京工業大学大学院総合理

工学研究科）

16:10-16:30

17:00～ 懇親会（工学部14号館　1階ホール）

日本計画行政学会関東支部・日本社会情報学会共催　第6回若手研究交流会　プログラム
発表時間各20分（発表15分、質疑5分）

開会式（141教室）

昼食

ポスターセッショ ン（工学部14号館　1階ホール）

優秀賞発表（工学部14号館　141教室）


