
10:00-10:10

セッション 　Ｓ１－Ａ 　Ｓ２－Ａ Ｓ３－Ａ 　Ｓ４－Ａ 　Ｓ５－Ａ

会場 第１会場　W931教室 第２会場　W932教室 第３会場　W933教室 第４会場　W934教室 第５会場　W935教室

座長
　　坂野　達郎（東京工業大学）
　　山本佳世子（電気通信大学）

　　原科幸彦（東京工業大学）
　　根本敏則（一橋大学）

　　大西　　隆（東京大学）
　　氷鉋揚四郎（筑波大学）  

　　樹下　明（千葉商科大学）
　　味水佑毅（高崎経済大学）

　　駒井正晶（慶応大学）
　　籠　義樹（麗澤大学）

Comprehensive watershed
management policies in the Dian
Chi Lake with focus on non-point
source pollution

北京周辺の農村地域におけるバイオ
マス資源利用による総合評価―北京
の密雲県における畜産廃棄物の有効
利用について

土地利用計画策定におけるSEA制度の
英米比較

地域型NPOバンクによる市民事業への
支援のあり方

組織学習とミドルマネジメント：学
習効率性とリーダーシップ

Hong Li（筑波大学）、Zhihong
Shen(筑波大学)、Chuanjin Kang(筑
波大学)、Yoshiro Higano（筑波大
学）  

閻晶晶（筑波大学）、徐峰（筑波大
学）、康伝金（筑波大学）、氷鉋揚
四郎（筑波大学）

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）  

上村庸介（東京工業大学）、原科幸彦
（東京工業大学）

小杉美智子（千葉商科大学）

まちづくりとの比較によるキャパシ
ティ・ディベロップメント概念の整
理

市町村合併後の山村地域政策～浜松
市の事例～

Possibility of Incorporating
Emergy Analysis into Malaysia
Development Planning System

荷主企業による航空貨物輸送業者の選
択行動に関する経済学的考察－日本・
アジア間の一般貨物輸送に着目して－

地方都市の創造的都市再生方法－イ
ギリスと三島地域グラウンドワーク
運動事例研究

池亀裕一（東京工業大学）、原科幸
彦（東京工業大学）、吉田充夫（東
京工業大学）

金谷慎吾（東京大学） FOO CHEE HUNG（東京大学）   稲葉順一（一橋大学）   CHOI, HAE-OK（東京大学）  

Assessment of the Greenhouse Gas
emission of Mongolia:Application
of Input and Output Analysis

那覇都市圏における土地利用の現状
に関する研究

環境基本計画推進段階における庁内
連絡会議と市民参加会議の関係

トヨタ生産方式における自発的労働と
参加

中国嘉興市における水質汚濁物質削
減のための環境政策の総合評価

Namkhainyam Tsolmon（筑波大学）、
Yoshiro Higano（筑波大学）

松島寛知（電気通信大学）、山本佳
世子（電気通信大学）  

小野聡（東京工業大学）、井関崇博
（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）

坂野達郎（東京工業大学）、野田貴哉
（東京工業大学）

徐峰（筑波大学）、杜歓政（嘉興学
院）、李斌（嘉興学院）、闫晶晶
（筑波大学）、氷鉋揚四郎（筑波大
学）  

新JICAにおける戦略的環境アセスメ
ントの評価

中国の都市における「城中村」現象
に関する一考察

中国の都市化過程における都市農村
一体化計画による持続可能な発展

都市ガス産業の資産特殊性に関する一
考察

市町村合併が人口１人当たり歳出に
与える影響に関する研究

瀧屋直樹（東京工業大学）、原科幸
彦（東京工業大学）  

孫立（東京大学）   金慧卿（東京大学）   橋本悟（一橋大学）
大崎雅隆（東京工業大学）、坂野達
郎（東京工業大学）

途上国におけるSEA－課題と可能性 －
茨城県における廃食用油から精製し
たバイオディーゼル燃料普及の効果

小泉政権の政策決定過程の研究
水環境汚染・地球温暖化の視点から
見た窒素循環に関する研究

小林隼人（University College
London）  

－
後藤宏和（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

真柄昭宏（千葉商科大学）  
植野甲史郎（筑波大学）、氷鉋揚四
郎（筑波大学）  

12:15-13:00

10:10-10:35

10:35-11:00

11:00-11:25

11:25-11:50

日本計画行政学会関東支部　若手研究交流会＆持続可能都市システム専門部会　プログラム

開会式　W933教室

昼食

11:50-12:15

2009年３月８日（日）
午　前



セッション 　Ｓ１－Ｂ Ｓ２－Ｂ Ｓ３－Ｂ Ｓ４－Ｂ Ｓ５－Ｂ
会場 第１会場　W931教室 第２会場　W932教室 第３会場　W933教室 第４会場　W934教室 第５会場　W935教室

座長
　　根本敏則（一橋大学）
　　坂野達郎（東京工業大学）　 

　　朝倉　暁生（東邦大学）
　　山本佳世子（電気通信大学）

　　大西　隆（東京大学）
　　松本安生（神奈川大学）

　　駒井正晶（慶応大学）
　　風見正三 (宮城大学）

　　籠　義樹（麗澤大学）
　　味水佑毅（高崎経済大学）

新エネルギー普及の為の法規制に関
する研究-風力発電の普及に関して

企業を中心とした環境プロジェクト
の総合評価

循環型社会構築に向けた廃棄物再利
用の仕組みづくり

日本における地域間総合格差指標の導
入に関する研究

貨物列車と旅客列車の線路使用配分
に関する一考察

芥川元志（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

幡谷祐一（筑波大学）、水野谷剛
（筑波大学）、杉浦正吾（筑波大
学）、内田晋（農業・食品産業技術
総合研究機構）、横田泰幸（筑波大
学）、氷鉋揚四郎（筑波大学）

青山真弓（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

林和眞（東京大学） 小澤茂樹（一橋大学）  

総合計画の策定・実行と住民参画に
関する考察－飯舘村のケーススタ
ディを通じて

学校教育におけるWeb-GISを利用した
環境教育プログラム開発に関する研
究

食品製造業におけるゼロエミッショ
ン活動の現状

「大和市新しい公共を創造する市民活
動推進条例」の運用における協働推進
会議の役割

環境配慮型都市計画のための地域に
おける環境負荷の定量的把握手法の
開発

佐藤彰彦（一橋大学）  
細谷典義（電気通信大学）、山本佳
世子（電気通信大学）

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）  

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）

高橋輝一（東京大学）  

日本における排出量取引試行的実施
に関する研究

休耕田を利用したバイオマス燃料生
産の可能性に関する評価

中国長春市郊外における畜産廃棄物
処理の総合評価に関する研究

地方都市における中心市街地活性化協
議会の地域形成ポテンシャルと実態に
関する研究―事例：鳥取県鳥取市―

環境コミュニケーション効果に関す
る調査報告

康伝金（筑波大学）、閻晶晶（筑波
大学）、氷鉋揚四郎（筑波大学）

大谷衣梨香（筑波大学）、氷鉋揚四
郎（筑波大学）

金彬（筑波大学）、氷鉋揚四郎（筑
波大学）

梶谷彰男（東京大学）  
黛陽子（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

理論と政策の関係を扱う各種アプ
ローチに関する一考察

自動車排ガス汚染と政策対応―東京
に焦点を当てて―

住民視点による評価を取り入れた一
般廃棄物行政改善手法の検討

グローバル文化をローカル文化・社会
発展に利用する方法をモデル化するリ
サーチ

地域的脆弱性を考慮した消防力配置
の評価方法に関する研究

金昶基（東京大学） 傅喆（一橋大学）  
原誠宏（東京工業大学）、大迫政浩
（国立環境研究所）、原科幸彦（東
京工業大学） 

ヤマモト・アン・トモコ（東京大学）
平内努（電気通信大学）、山本佳世
子（電気通信大学）

環境価値評価制度を用いたエネル
ギー普及の効果分析

中国と日本における廃家電処理に関
する比較分析

中国における畜産廃棄物の適正処理
と環境負荷削減の総合評価

都市郊外の産業集積―八王子市の先端
技術産業を中心に

リスクトレードオフにおける合理的
意思決定に関する研究～タイヤ粉塵
（車粉公害）における社会的影響の
総合リスク評価～

根本和宜（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

李楊（筑波大学）、氷鉋揚四郎（筑
波大学）

李松花（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

姜雪潔（一橋大学）  
中山敬太（筑波大学）、氷鉋揚四郎
（筑波大学）

17:15-17:30

17:40-19:00

午　後

持続可能システム専門部会研究集会「マスコラボレーションによる持続可能都市の協創」
（西９号館ディジタル多目的ホール）

15:30-17:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：廣松　毅（東京大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告：朝倉暁生（東邦大学）　     低環境負荷都市づくりのハートウェア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹下　明（千葉商科大学）   エコロジカルでコンパクトな低環境負荷都市をめざしての設計科学
　　　　                                            坂野達郎（東京工業大学） 　持続可能都市ビジョンの協創のためのデリバラテイブ・デモクラシーの実験
　　　　                                            根本敏則（一橋大学）  　   EUにおける持続可能な輸送ビジョンと社会的コストの抑制戦略

※研究報告の発表順や座長の先生方には変更が発生する場合があります。

14:40-15:05

※専門部会研究集会、懇親会にも多数のご参加をお待ちしております。

懇親会

13:00-13:25

13:25-13:50

13:50-14:15

14:15-14:40

閉会式・優秀賞表彰式


