日本都市計画学会関西支部 第17回研究発表会プログラム
2019年7月27日(土) 於：大阪市立大学文化交流センター
会場：ホール
10:00 10:05 -

10:05
11:15

開会挨拶/研究発表委員会委員長：佐久間 康富 (和歌山大学）
○筈谷 友紀子，阿部 大輔

1

龍谷大学大学院政策学研究科

○濱田 美知瑠，林 倫子，尾崎 平

2
セッションⅠ
座長
川口 将武
（大阪産業大学）

関西大学大学院理工学研究科

○衣川 雛，瀧澤 重志

3

大阪市立大学大学院生活科学研究科

○横山 広充，中山 将也，西應 浩司，宮岸 幸正
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11:25
12:48

休

○西端 佑騎，松本 邦彦，澤木 昌典
大阪大学大学院工学研究科
○増見 康平，坂井 信行，羽田 拓也，松下 藍子，依藤 光代，中井 翔太
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14
セッションⅢ
15
16
17

24
25
26

座長
栗山 尚子
（神戸大学）

27
28
29

16:56 -

17:01

広場活用型まちづくりワークショップにおける合意形成の進め方に関する研究 -八尾市北

京都府建設交通部 山本地区を対象として-

○有賀 弘祐，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一

合意形成のためのまちづくりワークショップの進め方に関する研究 -八尾市曙川東地区を

小野市地域振興部 対象として-

括

○水谷 省三，坂井 信行
株式会社地域計画建築研究所

○岡田 早彩，松本 邦彦，澤木 昌典
大阪大学大学院工学研究科

○上山 紘平，近藤 民代
神戸大学大学院工学研究科

○笹倉 麻衣，角野 幸博

食

鴨川納涼床審査基準と景観形成についての一考察 -鴨川納涼床の将来の姿について-

○宮前 早希，近藤 民代

15:23

住宅宿泊事業による宿泊施設の立地特性に関する研究

住宅宿泊事業法に基づく登録住宅のストックと地域特性に関する研究 -大阪市を事例にし
神戸大学大学院工学研究科 て-

括

18
19
20

篠山市における空き家利用が地域や住民の生活に与える影響と地域特性に関する研究
分譲マンションにおけるコミュニティ活動の状況と運営主体に関する研究 -大阪府、京都

龍谷大学大学院政策学研究科

14:00 -

地方都市中心市街地の空き店舗等活用組織の役割

関西学院大学大学院総合政策研究科 府、兵庫県の大規模分譲マンションを事例として-

○川井 千敬，阿部 大輔

総

セッションⅤ

子どもの建築・まちづくり学習についての一考察 -活動事例の調査と実施の経験を踏まえ

昼
12
13

15:33
16:56

都市公園内に設置された保育所の公共貢献機能

株式会社地域計画建築研究所 て-

○福井 智大，副島 脩平，岩崎 義一，山口 行一

総

15:23 15:33 -

憩

コミュニティ計画の観点から見る欧州都市再生事業の特徴 -URBACTプロジェクトを対象に
龍谷大学大学院政策学研究科 ○松岡 貴大，松本 邦彦，澤木 昌典
郊外ニュータウンにおける親子の近居
7
大阪大学大学院工学研究科

11

座長
岡井 有佳
（立命館大学）

避難誘導のアナウンスが避難行動に与える影響に関する分析 -大阪駅周辺地区を対象に

括

○和泉 汐里，阿部 大輔
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9

14:00
15:23

全方位画像からの推定深度情報を用いた深層学習による空間の評価予測

堺市建設局 -

8

12:48 14:00 -

SNS投稿写真の撮影構図からみた伊勢市おはらい町修景地区の町並み景観に関する研究

脳波と認知地図からみた地下街経路探索時の認知特性に関する研究 -大阪駅南地区地

○川瀨 未夢，山根 裕稀，山口 行一，岩崎 義一

5

セッションⅡ
座長
酒本 恭聖
（川西市）

ハンセン病施設の保存の議論から見た悲劇の遺産保存に関する考察

大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部 下街を事例として-

総
11:15 11:25 -

会場：大セミナー室

セッションⅣ
21
座長
山口 敬太
（京都大学）

22
23

○田中 康仁，白川 瞬吾

人口減少社会における地方都市の都市計画制度のあり方その1 -用途地域の適正規模へ
舞鶴市建設部 の見直しその1-

○田中 優大，阿部 大輔
龍谷大学大学院政策学研究科

○副島 脩平，寺島 隆世，井本 雅史，岩崎 義一

1960年代の京都市における総合計画からみる都市像の変容について
市街地開発事業に関わった地権者意識からみたエリアマネジメントの実施課題に関する研

大阪工業大学大学院工学研究科 究 -松原市・八尾市を対象として-

○糸井 敬亮，樋口 徳一，岩崎 義一，山口 行一

八尾市曙川東地区のエリアマネジメントの実施課題に関する研究 -玉串川の再生に係る

福知山市上下水道部 周辺住民の意識構造分析を通して-

○佐伯 勇輔，吉田 晟也，岩崎 義一，山口 行一

八尾市内工業集積地区のエリアマネジメントの在り方に関する研究 -製造事業所の立地
八尾市水道局 環境評価の特性をふまえて-

○間野 博
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

福島原発事故被災地長期復興計画の在り方と課題

総
括
閉会挨拶/支部長：小浦 久子（神戸芸術工科大学）

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。

鉄道沿線上の郊外地域における中・若年層居住者の生活行動実態 -枚方市・寝屋川市を
関西学院大学大学院総合政策研究科 対象に-

○吉川 昂輝，加藤 翔太，南 裕子，東 昭太，神原 隆聖，喜田 拓真，坂中 秀成，高橋 翔，佐久間 康富

駅利用者の回遊行動からみた駅前空間の利用実態 -大阪府阪南市尾崎駅前を事例とし

和歌山大学大学院システム工学研究科 て-

○久保山 凌，鹿屋 遼悟，高木 克樹，山口 行一，岩崎 義一 観光地におけるレンタサイクル利用者の回遊行動分析 -日本人観光客と外国人観光客を
大阪工業大学大学院工学研究科 比較して○藤家 凌我，福島 徹
摂南大学大学院理工学研究科

○山崎 将也，坂井 信行，依藤 光代
株式会社地域計画建築研究所

総

○矢谷 明也，岡井 有佳

地方都市における大型商業施設の撤退が買物行動に及ぼす影響 -西友高砂店の撤退を
流通科学大学商学部 事例として-

○青木 嵩，角野 幸博

括

意識醸成に着目した公共交通利用促進施策について -兵庫県宍粟市の取組を例として開発指導における集合住宅駐車場の扱いに関する一考察 -東京２３区を対象として-

