日本都市計画学会関西支部 第12回研究発表会プログラム
2014.8.2 (土) 於：大阪市立大学文化交流センター・ホール・大セミナー教室
会場：大阪市立大学文化交流センター・大セミナー室

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

○今中 大貴，武田 重昭，加我 宏之，増田 昇

1
10:05-11:28

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科

○堤 博紀，田中 一成，吉川 眞

2

セッションⅠ

3

座長
坊農曜志男
（鉄道建設・運
輸施設整備支
援機構）

4

大阪工業大学大学院工学研究科

○藤井 亜美，亀谷 義浩
関西大学大学院理工学研究科

○稲山 依里，八木 雅夫，大塚 毅彦，辻 信一

大都市都心部の住商混合地区における街区公園の活用に関する研究
大阪市立大学都市研究プラザ －「アワザサーカス」と「にし恋マルシェ」（大阪市西区）を事例として

○三瓶 由紀，原 祐二，山神 勧

6

和歌山大学システム工学部

休
大阪大学大学院工学研究科

○平田 和寛，山村 和也，岩崎 義一 ，山口 行一

8

○田代 洋久
兵庫県立大学経営学部・兵庫県阪神南県民センター

10
11
12

○藤本 美佳，武田 重昭，加我 宏之，増田 昇
○寺口 毅，嘉名 光市，佐久間 康富

20
21
22
23
24

○松川 由佳，木下 智子，嶽山 洋志，美濃 伸之

16:55-17:00

食をテーマにした淡路島のプロモーションビデオ「つながるしま 淡路島」

33
34
35
36
37

座長
嘉名光市
（大阪市立大
学）

14
15
16
17
18

○中村 祥之，小川 宏樹

○岩崎 昂平，寺山 一輝，小谷 通泰
神戸大学大学院海事科学研究科

○北 雄介，小田 朋宏，山本 恭裕，中小路 久美代
京都大学学際融合教育研究推進センター

○長尾 厚志，加嶋 章博

食

○前 遼太郎，松本 邦彦，澤木 昌典
大阪大学大学院工学研究科

○藤原 成基，植田 将平，岩崎 義一，山口 行一
西日本高速道路メンテナンス関西株式会社

○忽那 知輝，小浦 久子

萱島地区における『表出』とまちの履歴から見た地域性 —スペース•シン

○井ノ口 弘昭，秋山 孝正
関西大学環境都市工学部

○目叶 志桜里，山口 行一，岩崎 義一
大阪市都市計画局

○泉 健太，西村 秀人，岩崎 義一 ，山口 行一

京阪神における都市活動に基づく健康度評価に関する研究

セッションⅤ

28

洪水時の避難情報が避難意識に与える影響分析

座長
中川大
（京都大学）

29

既成市街地における防災・減災まちづくりの推進課題に関する研究 －

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 大阪市旭区を対象として－

括

○藤尾 潔，土井 勉，安東 直紀，小山 真紀
兵庫県加東市議会議員

○砂田 佳紀，松本 邦彦，澤木 昌典

憩

集落の消滅過程に関する考察 ―滋賀県多賀町保月集落の事例から―
孤立住宅地住民の居住環境評価と定住意向 ―大阪都市圏北部を事例

大阪大学大学院工学研究科 に―

充応 小川 宏樹
○野村 充応，小川
大阪市立大学大学院生活科学研究科

○坂井 健，嘉名 光市，佐久間 康富

地方自治体における条例による不良空き家の管理手法に関する研究
農山村地域における古民家民泊事業の展開と住民意識に関する研究 -

大阪市立大学大学院工学研究科 兵庫県篠山市丸山集落を事例に -

○小菅 謙次，土井 勉，安東 直紀，小山 真紀

ニュータウンにおける高齢者の社会的孤立リスクの構造分析 －旧村集

京田辺市市民部 落との比較から－

○森岡 建人，加賀 有津子，武田 裕之

26
27

摂南大学大学院工学研究科 タックスを用いた密集市街地の特性分析—

離島における地域主導のまちづくり団体による活動が生活意識に及ぼす

大阪大学大学院工学研究科 影響 ～岡山県・笠岡諸島かさおか島づくり海社を事例として～

総
括
閉会挨拶（研究発表委員会委員長：嘉名 光市 ［大阪市立大学］）

注) 1題あたりの持ち時間は13分（原則として、発表9分・質疑4分）ですが、質疑を一括して行う場合があります。

大阪市内商店街の盛衰及び店舗の存続意識に関する実態分析
中心市街地の賑わい創出における都市の多様性に関する研究 ～北船

○山田 美紀，河原 滉大，亀谷 義浩

キャラクターを活用したまちなみに関する研究 ～水木しげるロードと石

関西大学大学院理工学研究科 巻マンガロードとの比較～

○木村 毅，松本 邦彦，澤木 昌典
大阪大学大学院工学研究科

サード・プレイスとしての立ち飲み屋に関する研究

括
昼

25
14:00-15:36

中心市街地活性化事業による商業活性化と回遊性向上の効果

東京大学大学院新領域創成科学研究科 場の都市空間分析より～

13:00-14:00

鉄道駅へのアクセシビリティからみた郊外ニュータウンの評価
都市の長期的変容プロセスのモデル化と記述に関する研究

地方都市における中心市街地活性化基本計画に見られる政策とその評
和歌山大学システム工学部 価に関する研究

総

括

休
32

セッションⅢ

大阪市建設局 の制作

総

座長
武田重昭
（大阪府立大
学）

11:37-13:00

市民団体による水辺保全活動の継続要因に関する研究 －ねや川水辺
学校と地域の連携の特徴に関する基礎的研究 －学校・社会教育施設

15:23-15:32

セッションⅥ

文化的資源と創作活動によるまちづくりの高度化に関する研究

昼
19

15:32-16:55

歴史地区寺内町における住民のまちづくり貢献意識特性 ～八尾市久宝

大阪市立大学大学院工学研究科 の先進事例を中心に－

総

座長
澤木昌典
（大阪大学）

13

歴史的風致維持向上計画重点区域における街路環境整備に関する研究

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 クラブを事例として－

13:00-14:00

セッションⅣ

憩

橿原市 寺地区を対象として～

9

14:00-15:23

近畿都心部における市街地内民有緑地の空間分布特性

括

○藤本 奈央，松本 邦彦，澤木 昌典

7

座長
小浦久子
（大阪大学）

日本の灯りに関する研究 ～種類とその変遷～
パークマネジメントによる公園の管理・運営に関する研究 ～兵庫県神

○上野 信子

5

総

セッションⅡ

夜間景観における色彩に着目した距離知覚

明石工業高等専門学校専攻科 戸市みなとのもり公園を事例として～

11:28-11:37

11:37-13:00

藤原宮跡から見た大和三山の眺望景観保全のあり方に関する研究

30
31

食

○亀井 海生，北野 善敬，小川 宏樹

近畿政策区域における駅勢圏の人口特性と公共交通の利用実態に関す
和歌山大学システム工学部 る研究

○上小澤 能蔵 ，神取 優志，岩崎 義一，大串 光平

大都市近郊における路面電車の史的展開と沿線での地域施設の分布特

大鉄工業株式会社 性に関する研究

○吉田 純，土井 勉，安東 直紀，小山 真紀

歴史的街区内の生活道路における路上活動と自動車交通の関係に関す

京都市都市計画局 る考察

○田村 文哉，山口 行一，岩崎 義一

狭幅員商店街内の歩行者と自転車の交通安全意識に関する分析 ～千
大阪市建設局 林商店街を対象として～

○松島 翔子，小谷 通泰

都心商業地域における歩行者の回遊行動に関する分析 －神戸三宮・
兵庫県 元町、ハーバーランド地区を対象として

○松尾 佳津史，田中 一成，吉川 眞
大阪工業大学大学院工学研究科

○田中 祐太，小谷 通泰，寺山 一輝

総

神戸大学大学院海事科学研究科

括

地下公共空間における歩行者行動による駅施設の特性把握
PT調査データを用いた平日・休日別の買い物交通行動特性の分析

