日本都市計画学会関西支部 第11回研究発表会プログラム
2013.7.27(土) 於：大阪市立大学文化交流センター・ホール・108教室
会場：大阪市立大学創造都市研究科・108教室

会場：大阪市立大学文化交流センター・ホール
開会挨拶（支部長：堀口 浩司 ［地域計画建築研究所］）

10:00-10:05

○長佐古哲也，柴田 祐，澤木 昌典

1
10:05-11:10
セッションⅠ
座長
平井仁
（都市・計画・
設計研究所）

大阪大学大学院工学研究科

○内貴 大輔，安東 直紀，小山 真紀，山田圭二郎

2

町並み景観に対するリズムの感じ方に関する研究
旧五條楽園の景観保全と活性化 -地域内外の意識の違いと景観要素に

京都市役所 着目して-

○福田 裕子，嶽山 洋志，美濃 伸之

3

株式会社ヘッズ

○入江菜穂子，福島 徹

4

舞子公園における夜景資源の特徴とその活用方策について
景観計画からみた地方自治体による夜間景観形成の取り組みについて

兵庫県立大学大学院環境人間学研究科・尼崎市役所 －政令指定市を対象として－

王 哲，○野込 拓也，福岡 孝太，田中 一成，吉川 眞

5

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社

総

ファサードから見る都市の様相 ～視覚的要素に着目して～

括
休

11:10-11:20
○福本 充益，岡山 敏哉

6
11:20-12:25

○納谷 亮子，福島 徹

7

セッションⅡ

8

座長
三崎信顕
（大阪府）

9

兵庫県立大学大学院環境人間学研究科

○西村 秀人，加藤 勝敏，岩崎 義一，山口 行一
大阪工業大学大学院工学研究科

○三浦 浩史，小山 真紀，安東 直紀，山田圭二郎

屋外広告物規制の実態について ―政令指定都市を対象として―
大阪市南部地域における製造事業所の防災意識の実態
大阪市西成区を対象とした津波災害における要援護者の避難時間の試

社会福祉法人白寿会 算と対応策の検討 －南海トラフの地震を想定して－

10

○湯浅 卓，林 倫子，大窪 健之

東日本大震災における地域組織を介した在宅被災者への食料支援実態

立命館大学大学院理工学研究科 に関する研究 ～宮城県東松島市を対象として～

総

セッションⅣ
座長
坂井信行
（地域計画建
築研究所）

17
18
19
20

○今井 沙代，岡 絵理子
○島 瑞穂，嘉名 光市，佐久間康富

14:30-15:35
セッションⅥ
座長
吉田長裕
（大阪市立大
学）

28
29
30

○中井 諒，松村 暢彦

住民参加型スポーツイベントの評価 ―氷見市「春の全国中学生ハンド
大阪大学大学院工学研究科 ボール選手権大会」を事例として―

○藤田 有紀，土井 勉 ，孔 相権

過疎集落における地元商店が安寧な地域社会の構築に果たす役割 ～
国際航業株式会社 京都市 京北黒田地区「（有）おーらい黒田屋」を事例に～

○逢坂 剛史，土井 勉 ，孔 相権

過疎地域の子育て支援における共助の仕組みについて ～京都市京北
京都市役所 地域の「京北にこにこ・わくわくネットワーク協議会」を事例として～

括

○小栗 大幸，柴田 祐，澤木 昌典

大阪市大正通りのバス停留所周辺における放置自転車の実態に関する

○藤野 大地，秋山 孝正，井ノ口弘昭
関西大学大学院 理工学研究科

○井ノ口弘昭，秋山 孝正
関西大学環境都市工学部

○賀満田将悟，柴田 祐，澤木 昌典

セッションⅦ

地方都市コミュニティバスの潜在需要に関する基礎的分析
都市高速道路の料金形式設定に関するモデル分析
千里ニュータウン新規入居者の車所有の実態と駐車場確保に関する研

大阪大学大学院工学研究科 究

○早﨑 真魚，土井 勉，孔 相権
京都市中京区役所

生活道路の住民利用実態と通過交通から見た道路空間の再評価

括
休

32
33

憩

一般財団法人カケンテストセンター 研究

総

15:45-16:50

憩

○藤村 幸司，加我 宏之，下村 泰彦，増田 昇

活動や交流の多様性から捉えた大学キャンパス内オープンスペースの管
株式会社KEIアドバンス 理に関する研究

○石井 孝幸，栗俣 恒平，岩崎 義一，山口 行一
株式会社ノバック

○三好 悠太，加我 宏之，下村 泰彦，増田 昇

寝屋川市における緑視率と緑環境意識の相互関係に関する研究
大阪都心部における水辺居住動向と居住者が捉えた都市河川の役割に

株式会社E-DESIGN 関する研究

○田中 良治，小塚 みすず
座長
寝屋川市における「水と緑の都市軸」の整備状況の把握とその課題に関
34
大阪府立大学工業高等専門学校 する研究
長谷川利恵子
（公園マネジメ
○冨井 貴之，嶽山 洋志，美濃 伸之
笠置山クライミングエリアの形成プロセスとクライマーの利用意識につい
ント研究所） 35
兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 て

16:50-16:55

座長
岡絵理子
（関西大学）

14
15

総
括
閉会挨拶（研究発表委員会委員長：松村 暢彦 ［大阪大学］）

注) 1題あたりの持ち時間は12分（原則として、発表8分・質疑4分）ですが、質疑を一括して行う場合があります。

古民家活用を核にした伝統的集落の活性化に関する研究 その1 －加

明石工業高等専門学校専攻科建築・都市システム工学専攻 古川市別府町大歳家住宅を事例として－

○岡崎 まり，八木 雅夫，桃野みゆき，釜床美也子

古民家活用を核にした伝統的集落の活性化に関する研究 その2 －姫

株式会社地域計画建築研究所 路市網干地区旧水井家住宅を事例として－

○釜床美也子，八木 雅夫，桃野みゆき，岡崎 まり

古民家活用を核にした伝統的集落の活性化に関する研究 その3 －明

香川大学工学部 石市大蔵地区大塩邸を事例として－

○八坂 悠司，岡田 昌彰
近畿大学大学院総合理工学研究科

○嘉藤隆一郎，加賀有津子
大阪大学大学院工学研究科

奈良市における観光開発およびベッドタウン化に関する史的研究
農産物直売所における営農意欲の変化に関する研究

括
昼

12:25-13:15
21
13:15-14:20

22

セッションⅤ

23

座長
松中亮治
（京都大学）

24
25

○竹内 康，秋山 孝正，井ノ口弘昭
関西大学大学院理工学研究科

○長谷川陽平，秋山 孝正，井ノ口 弘昭
関西大学大学院 理工学研究科

○竹牟禮 駿，小谷 通泰，寺山 一輝

食

都市のコンパクト化を考慮した京阪神都市圏の構造分析
マルチエージェントモデルにおけるスマートシティの交通行動記述
郊外ニュータウンにおける生活交通の利便性に関する居住者の評価意

神戸大学大学院海事科学研究科 識

○中村 有佑，寺山 一輝，小谷 通泰
神戸大学大学院海事科学研究科

○神取 優志，岩崎 義一，山口 行一

総

15:35-15:45
31

食

歴史的市街地における地域資源の可視化手法に関する研究 －大阪市

休

27

13

大阪市立大学大学院工学研究科 住吉区住吉大社周辺地区を対象として－

総

12

セッションⅢ

まちの居場所となる飲食店舗の立地環境およびアプローチ空間特性に関
株式会社乃村工藝社 する研究 －大阪都心に暮らす人々の「行きつけの店」を事例に

14:20-14:30
26

11:20-12:25

○桃野みゆき，八木 雅夫，岡崎 まり，釜床美也子

総
昼

16

11

括

12:25-13:15

13:15-14:20

憩

都市計画マスタープランのマネジメント・サイクルに関する研究 ―PDCA
尼崎市役所 サイクルの運用実態について―

既成市街地における買い物交通のアクセシビリティの評価
大都市近郊におけるアクセシビリティ条件と消費行動の関係性に関する

大阪工業大学大学院工学研究科 研究

括

