日本都市計画学会関西支部 第14回研究発表会プログラム
2016.7.30 (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：澤木 昌典（大阪大学）

10:10 - 10:15
10:15 - 11:39

○竹村唯，吉川眞，田中一成

1

大阪工業大学大学院工学研究科

○山田真実，木村優介

2

京都大学大学院工学研究科

○山添光訓

3

米国ダラス市におけるトレイル網計画の形成過程と運用実態
大阪府都市計画区域マスタープラン及び市町村都市計画マスタープランにおける市街化調整区域

○榎戸敬介

4

阪南大学国際観光学部

○吉田智美，阿部大輔

5

龍谷大学大学院政策学研究科

○浦田康平，松田健吾，吉川尚貴，岩崎義一，山口行一

6

和歌山県

総

文化的消費とグローバル都市の変容 －エンクレイブ化する東京中心業務地区
都市における空間的分断が地域にもたらす影響についての考察
地方創生展開の条件と課題に関する研究 －6次産業の取組事例の分析を通して

13
セッションⅢ
座長
嘉名光市
（大阪市立大
学）

14
15
16

○松岡弘樹，武田重昭，加我宏之，増田昇

○石塚昇路，嶽山洋志，美濃伸之
兵庫県立淡路景観園芸学校

○伊藤茜，塩澤宏司，橋本修
大阪大学大学院工学研究科

○杉本真莉，下村泰彦
大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科

南あわじ市沼島における人と岩石資源の関係について
夜間街路の歩道空間における漏れ光を考慮した光環境の評価
主要ターミナル周辺の景観特性比較から捉えた大阪らしさに関する考察

24
セッションⅤ
座長
村尾俊道
（京都府）

25
26
27
総

○向井雅人，嘉名光市，佐久間康富

35

セッションⅦ

36

食

○岡田瑞記，小谷通泰，寺山一輝
（株）大森廻漕店

○辻野雅博，木村優介

セッションⅣ
座長
荒谷一平
（宝塚市）

神戸市立工業高等専門学校

○藤江徹，吉田長裕，鎗山善理子

交通弱者（年少者）の潜在的交通需要に関する研究
参加型イベント「御堂筋サイクルピクニック」を通じた自転車まちづくりへの展開の可能性 －運営と

（公財）公害地域再生センター 参加者意識、車道におけるアピール走行、走行リーダーの育成

○鎗山善理子，吉田長裕，藤江徹
（公財）公害地域再生センター

移動困難者を対象としたタンデム自転車の日常利用ニーズと課題

括

17

19
20
21

○小川宏樹，櫻井祥之，伊勢昇

都市機能や都市生活の快適性に関する評価指標を用いた都市構造の類型化 －都市構造の特性
徳島大学理工学研究部 を踏まえた中心市街地活性化施策のあり方 その1

○櫻井祥之，小川宏樹，伊勢昇

都市機能や都市生活の快適性による都市構造類型からみた中心市街地活性化施策の評価 －都
和歌山工業高等専門学校技術支援室 市構造の特性を踏まえた中心市街地活性化施策のあり方 その2

○竹内直矢，松本邦彦，澤木昌典
大阪大学大学院工学研究科

地方都市における大型商業施設撤退の買い物困難に与える影響 －西脇市における事例より
南海難波駅東側における店舗の増加要因となる地域特性に関する研究 －ウラなんば地域を事例

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8分・質疑5分）ですが、質疑を一括して行う場合があります。

マンション建替えに向けた住民の意向と合意形成上の工夫・留意点 －３件の建替え成功事例を中
大阪市 心に

○中村周平，岡山敏哉

京都市「地域景観づくり協議会」制度の有効性に関する研究 －姉小路まちづくり協議会を事例とし
大阪工業大学大学院工学研究科 て

○小田垣聡，井原友建，山室敦嗣
兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科

○久我みさと，サコ ウスビ
京都精華大学大学院人文学研究科

28

30
セッションⅥ
座長
三崎信顕
（大阪府）

農村地域における生活環境保全の集落連携に向けた課題と考察 －兵庫県豊岡市T地区を事例に
山間地域住民の学校利用に関する調査 －三重県御浜町尾呂志学園学校区の事例を通して

括
○大﨑雄治，吉川眞，田中一成
大阪工業大学大学院工学研究科

○伊藤遼佑
和歌山大学大学院

○後藤侑亮，原田健司，岩崎義一，山口行一
滋賀県

○原田健司，後藤侑亮，岩崎義一，山口行一
大阪工業大学大学院工学研究科

○湊絵美，伊勢昇，櫻井祥之
和歌山工業高等専門学校

31
32
33

憩

空間情報を活用した参道空間のネットワーク分析
阪和商店街に関する戦後からの変遷について
高年齢者によるまちづくりに対する集会施設の役割に関する研究
高齢社会における集会施設の新たな役割に関する研究 －大阪市旭区をケーススタディとして
買い物支援サービス導入による外出機会の変化に関する研究

括
昼

総
憩

○前迫研吾，市村崚，山口行一，岩崎義一

大阪市内陸部における土地利用変化の動向と住民の街の印象変化に関する研究

休

29

歩行者空間整備における特殊街路の運用実態に関する研究 －京都府・大阪府・兵庫県を対象とし

○服部誠一朗，小塚みすず

大阪工業大学大学院工学研究科

13:00 - 14:00

京都大学大学院工学研究科 て

○能登俊平，小川宏樹

総

11

18

都心商業地域における来街者の回遊行動に与える影響要因の分析

座長
37
和歌山大学大学院システム工学研究科 として
中野真由美
（URリンケージ）
○平尾彰啓，池永知樹，山口行一
賑わい分布と空間構成の課題に関する一考察 －神戸市 三ノ宮・元町・ハーバーランド地区を対象
38
（株）長大 として
16:39 - 16:44

11:49 - 13:00

地下接続空間に対する印象評価からみた再認性と通行快適性に関する研究 －大阪市梅田地区を 14:00 - 15:24
大阪市立大学大学院工学研究科 対象として

休
34

10

総

15:24 - 15:34
15:34 - 16:39

9

○寺田佳樹，松尾和哉，岩崎義一，山口行一

11:39 - 11:49

括
昼

23

座長
水野優子
（武庫川女子大
学）

○南 愛，石原凌河，白石将生，谷内久美子，新美真穂，室崎千恵 個店経営者のパーソナルネットワークが中心市街地の魅力形成に与える影響に関する研究 －奈
生駒市 良市「きたまち」を事例として

総

22

憩

地域イベントを通じた団体間の交流メカニズムに関する研究 －泉北ニュータウンのみどりのつどい
（一財）大阪府公園協会 を事例として

13:00 - 14:00
14:00 - 15:24

セッションⅡ

総
休

12

7
8

括

11:39 - 11:49
11:49 - 13:00

10:28 - 11:39

大阪府 の位置づけに関する考察 －人口減少・企業流出に対する“攻め”の市街化調整区域の方向性

セッションⅠ
座長
田中みさ子
（大阪産業大
学）

空間データを用いた緑景観の分析 －奈良公園を対象に

○高田知紀，桑子敏雄
神戸市立工業高等専門学校

○西田拓矢，小川宏樹
和歌山大学大学院

○小野明寿香，岡絵理子
阪急阪神ビルマネジメント（株）

○竹之内耀大，山口行一，岩崎義一
奈良県

○大塚和徳，越山健治
関西大学大学院社会安全研究科

○熊澤祐樹，加賀有津子，石塚裕子

食

和歌山県における神社空間の自然災害リスクに関する一考察
木防建ぺい率の違いを考慮した都市災害危険度判定方法の開発に関する研究
大阪ベイエリアにおける住環境と防災意識に関する研究 －此花区、港区、大正区を事例に
住民の性格が避難意識に与える影響分析
災害時に利用される空間コスト算定に関する研究
災害復興事業におけるまちづくり専門家の役割と支援に関する研究 －宮城県気仙沼市唐桑町只

大阪大学大学院工学研究科 越地区・鮪立地区防災集団移転事業を事例として

括

