
2022年度 全国大会
第57回 論文発表会プログラム

第2日目　12月3日（土）

第Ⅰ会場 第Ⅱ会場 第Ⅲ会場 第Ⅳ会場 第Ⅴ会場 第Ⅵ会場 第Ⅶ会場

9：40
9：40

一ノ瀬 友博（慶應義塾大学）

1. 自治体における生産緑地や
郊外農地の位置づけと取り
組み内容に関する研究

豊橋技術科学大学　坪井 志朗

2. 洪水抑制効果に着目した市
街地内のグリーンインフラ
導入計画シナリオ評価

広島大学　荒木 良太

3. COVID-19流行下における民
泊の立地動向と民泊に対す
る住民意識に関する研究

（株）都市環境研究所　橋戸 真治郎

9：40

吉田 長裕（大阪公立大学）

13. 東京都市圏における
15-minute cityの実現実態

（株）竹中工務店　清水 宏樹

14. 住民の避難行動意識並びに
避難行動パターンを考慮した
自動車避難シミュレーション

長野工業高等専門学校　横田 柊兵

15. ウォーカブル推進に向けた
計画・事業及び指標に関する
傾向

日本大学大学院　森本 あんな

10：00

藤井 さやか（筑波大学）

25. 住民関与の実態とまちづく
り活動への展開からみるアー
ティスト・イン・レジデンス
の潜在的意義

東京都立大学大学院　千葉 優美子

26. アートプロジェクト関与自
治体の活動・評価特性および
課題と展望

富山大学大学院　有原 千尋

9：40

田村 一軌（（公財）アジア成長研究所）

63. セルフセレクションを考慮
した都市環境と結婚・出生行
動の関係性に関する研究

生和コーポレーション　久司 駿三

64. 格子状交通ネットワークに
おける経路選択が交通量に
及ぼす影響について

神奈川工科大学　塩野 直志

65. Inverse shortest paths
problemによる嗜好の異質性
に基づいた立ち寄り観光地
の評価手法

東京大学大学院　羽佐田 紘之

9：40

沼田 麻美子（東京工業大学）

79. デンマーク空間計画におけ
る再生可能エネルギー関連
施設の立地コントロールに
関する研究

岐阜工業高等専門学校　鶴田 佳子

80. 河川と都市の治水対策の連
携に着目した流域治水の実
現に関する都市計画分野の
課題整理

東京大学大学院　山田 拓実

81. 全国の居住誘導区域内にお
ける生活サービス施設への
徒歩アクセス性と人口密度
ならびに災害危険性との関
連分析

京都大学　藤森 蓮
10：40

休 憩
10：50

10：50

横田 樹広（東京都市大学）

4. 歩行経路に着目した街路空
間の熱環境改善策に関する
研究

福山市立大学　横山 真

5. 東京都内の防災公園におけ
るWi-Fiの接続実態に関する
考察

日本大学　三友 奈々

11：30

永井 恵一（淑徳大学）

6. 岩手県A町の農業新規参入プ
ロセスにみる就農支援の課題

（特非）いわて景観まちづくりセンター　岡本 夏佳

10：50

西堀 泰英（大阪工業大学）

16. 複数の交通政策を考慮した
EVのライフサイクルアセス
メントに関する研究

首都高速道路（株）　伊藤 亜美

17. マルチモーダル均衡配分モ
デルに基づく歩行者専用道
路の最適配置計画

芝浦工業大学　村上 颯一朗

18. 商業地における歩行者優先
の中幅員街路に設置された
工作物附属型ファニチャー
の利用実態とその有用性

千葉大学大学院　澤田 春奈

10：50

福田 由美子（広島工業大学）

27. 超高層マンション集積地区
の地域交流における地域SNS
の役割

三井不動産レジデンシャル（株）　小林 星

28. 人材育成事業の展開を通じ
た個人の変化及び地域活動
の拡大に関する研究

筑波大学　中薗 大河

29. 地元住民と地域外企業による
「地域価値共創事業」の実態と
それを進める体制のあり方

早稲田大学大学院　坂本 泉

30. 中学校での地域貢献活動プ
ログラムによる地域の愛着・
地域貢献意欲への影響分析

近畿大学　太田 壮哉

10：50

小山 雄資（鹿児島大学）

39. 売り手と買い手の属性に着
目した低額売買物件の土地・
立地傾向

京都大学　馬塲 弘樹

40. 行政書士と社会的企業の連
携を通じた所有者不明土地
対策の可能性と課題

東京大学未来ビジョン研究センター　中島 弘貴

41. 新潟県湯沢町におけるリゾー
トマンションの定住化の実
態と課題に関する研究

新潟工科大学大学院　生方 翔也

42. 多様な不安定居住グループ
の居住を支える分野横断的な
システム創出の実態と意義

東京大学大学院　河西 奈緒

10：50

宋 俊煥（山口大学）

50. 都市再生特別地区の公共貢
献としてのインキュベーショ
ン施設に関する研究

東京工業大学　土屋 泰樹

51. ウォーキング空間へアクセ
スしやすい人口の地域差

国立環境研究所　崔 文竹

52. 目撃者の意識からみた公共
空間での特定利用形態に対
する寛容性の探索的検討

京都大学大学院　笹尾 和宏

11：50

武田 裕之（大阪大学）

53. 人口密度と市街地の空間質
との関係に関する研究

高崎市役所　黒澤 一輝

10：50

山田 育穂（東京大学）

66. 幹線輸送におけるトラック
隊列走行を考慮した基幹的
な物流拠点の立地最適化に
関する基礎的研究

東京海洋大学　渡部 大輔

67. 中京都市圏における通勤・通
学フローに着目した最適な
立寄り型施設の配置駅

慶應義塾大学　田中 健一

68. ついで型施設投票モデル

立正大学　小林 隆史

69. 建物名称に基づく建物用途
推定のための深層学習モデ
ルの開発と検証

芝浦工業大学　藤條 嵩大

10：50

林 和眞（東京都市大学）

82.携帯電話基地局データを用
いた鉄道駅周辺における賑
わいの評価に関する研究

福井大学　稲本 隆治

83. COVID-19流行下での「郊外へ
の分散」の発生要因

筑波大学　武田 陸

84. 部分的最小二乗回帰を用いた
地域間人口移動要因の分析

神戸大学大学院　嘉祥寺 巧真

85. 都市計画マスタープラン評
価のための応用都市経済モ
デル

京都大学大学院　松島 格也

12：10

昼 食



13：30
13：30

西村 亮彦（国士舘大学）

7. 洋上風力発電施設の景観に
関わる「海洋計画」と「離岸距
離」に関する国際比較

名古屋大学大学院　宮脇 勝

8. 東京都心部の都市再生緊急
整備地域における鉄道駅自
由通路の付帯構成とその遷
移実態

茨城大学大学院　廣瀬 拓也

14：10

杉本 興運（東洋大学）

9. 町並み観光地における保存
方針の運用と商業施設の特
性に関する研究

立教大学　木村 竜也

13：30

大森 宣暁（宇都宮大学）

19. パーソナルデータを用いた
交通行動と歩数ならびに生
活習慣が健康指標に与える
影響に関する構造分析

中央復建コンサルタンツ株式会社　平出 ハル

20. 中心市街地における来店行
動とSNS利用との関係に関す
る基礎的研究

熊本大学　吉城 秀治

21. 乗用タクシーを活用したフー
ドデリバリーの継続可能性
に関する研究

福島大学　吉田 樹

13：30

李 鎔根（東京大学）

31. 高経年化した郊外戸建住宅
地における建物更新実態と
その要因に関する研究

日本工営（株）　林 昂佑

32. 大都市圏郊外住宅地に立地
する親世帯住宅の近居子世
帯による継承に影響する要因

大阪大学大学院　松本 邦彦

33. 計画的戸建住宅地における
スペースシェアリングの展
開可能性と受け入れ条件の
検討

筑波大学　江本 珠理

34. 東京都区部における超高層住
宅の開発動向に関する研究

東洋大学　大澤 昭彦

13：30

中島 伸（東京都市大学）

43. 居住環境の変化が被災障害
者へ与えた影響と対応方法
に関する研究

早稲田大学　古山 周太郎

44. 台北市区改正の成立過程に
関する研究

横浜市　五島 寧

45. 横浜市中区山手町における
震災復興期の土地所有形態
と住宅建設に関する研究

横浜国立大学　白川 葉子

46. 城館遺構と土地利用の関係
からみる城館跡地の市街化
の実態

ランドブレイン（株）　安武 覚

13：30

吉江 俊（早稲田大学）

54. 谷中地域における街並み誘
導型地区計画策定プロセス
にみる「谷中らしさ」の継承
の課題と対応

（株）ARCO architects　青木 公隆

55. 新型コロナによるパンデミッ
クがジェントリフィケーショ
ンに与えた影響

埼玉大学　内田 奈芳美

56. サイバー空間・フィジカル空
間に形成される人々の「居場
所」の様相に関する研究

東京大学大学院　鈴木 茜

57. 高校生のシビックプライド
の醸成要因と将来の定住意
識に与える影響

富山大学　森 豪大

13：30

佐藤 栄治（宇都宮大学）

70. 局所的な人口増減地区の抽
出方法に関する考察 ～基準
地域メッシュを活用して

群馬大学　奥貫 圭一

71. 中国における縮小都市の影
響要因に関する研究

京都大学　張 玉琦

72. 静岡県掛川市の住宅団地に
おける住宅用太陽光発電の
導入要因

東京大学大学院　岡澤 由季

73. 土地取引および登記データ
分析による土地流動の沈滞
への接近

東京大学　菊地 穂澄

13：30

高澤 由美（山形大学）

86. 地方自治体の都市政策への
市民満足度がシビックプラ
イドに与える影響

富山大学　籔谷 祐介

87. コロナ禍における外出活動
とストレス・生きがいとの関
係に関する研究

東京理科大学　鈴木 雄

88. 地方都市における図書館立
地の実態と課題

東京大学　篠原 周太郎

89. 若年層に着目した地域愛着・
街のシンボルへの意識とUJ
ターン行動の関連性

東急建設　増本 太郎

14：50

休 憩
15：00

15：00

矢吹 剣一（東京大学）

10. 所有権移転に着目した歴史
的建造物保全方策に関する
研究 －湘南地域を対象とし
て－

東京工業大学　高崎 温

11. 土地の暫定利用が周辺エリ
アの地価に及ぼす影響に関
する研究

広島大学　山本 友樹

12. 伝統的建造物群の特性に関
する専門的知見の蓄積と継
承のための体制構築に伴う
修理・修景内容の実態

大阪市立大学大学院　倉田 英司

15：00

谷本 圭志（鳥取大学）

22. LRT導入におけるCUEモデル
を用いたシナリオ分析に関
する研究

早稲田大学大学院　吉田 陽向

23. 決済方式の違いに着目した
容量制約付きMaaSの効率性
分析

芝浦工業大学　松村 健太

24. 大規模災害後の動学的人口
移動予測に基づく復興補助
政策の決定とその修正

日本工営（株）　小関 玲奈

15：00

髙野 裕作（（公財）日本都市センター）

35. 居住誘導区域内にある家屋
倒壊等氾濫想定区域の対策
に関する研究

大阪市　松島 健

36. 居住誘導浸水想定区域の市
街地特性の評価と対応策に
関する研究

（株）福田組　梨本 丈一郎

37. 水害対策からみた立地適正
化計画の策定過程における
合意形成について

大阪大学大学院　七野 司

38. 再生可能エネルギー発電設
備の設置に関する課題・方策
への自治体の認識

東京工業大学　高久 ゆう

15：00

村上 しほり（大阪公立大学）

47. 城下町都市の近代化過程に
おける「外堀空間」の変容と
市街地の形成に関する研究

水戸市役所　平戸 正英

48. 第二次大戦前の大正・昭和期
における「運動場問題」の構
図に関する研究

東京大学大学院　花内 誠

49. ドイツ「東の都市改造」プロ
グラムの撤去事業の成果に
関する考察

龍谷大学　服部 圭郎

15：00

客野 尚志（関西学院大学）

58. 道の駅駐車場を活用した太
陽光発電システムの発電ポ
テンシャル

中央大学　須永 大介

59. 気候変動下の都心市街地に
おけるSSP・RCP別将来像を対
象とした温熱環境シミュレー
ション

東京大学大学院　山崎 潤也

15：40

岩見 達也（国土交通省国土技術政策総合研究所）

60. 密集市街地整備を契機とし
た脱炭素化のあり方に関す
る研究

千葉大学大学院　新井 拓朗

61. 周辺市街地環境の変化を考
慮した白鬚東地区防災拠点
再開発事業の検証

東北大学災害科学国際研究所　村尾 修

62. 津波復興土地区画整理事業
区域内における低未利用地
の非本設利用に関する研究

東京大学大学院　萩原 拓也

15：00

鈴木 勉（筑波大学）

74. 生起確率最大化エントロ
ピーモデルから誘導される
ハフモデルの理論

慶應義塾大学大学院　栗田 治

75. 大学進学時に移住した地方
都市出身者に着目した地元
定住促進に関する研究

北海学園大学　菊地 晃平

76. ロジットモデルを用いたテ
レワーク頻度を考慮した居
住地分布の考察

（株）久米設計　高木 麟太朗

77. 地方都市における大規模小
売店舗の立地と都市人口分
布との関連分析

京都大学　汪 佳宜

78. ソーシャルキャピタルの違
いによる生活環境の評価構
造分析

岩手大学　谷本 真佑

15：00

藤原 ひとみ（有明工業高等専門学校）

90. 震災復興で生じた商店街の
新しい役割についての研究

独立行政法人都市再生機構　土井 杏奈

15：20

大門 創（國學院大學）

91. 潜在的限界地区における地
域愛着の形成構造に関する
研究

東北大学　安 思奕

92. 階層的な拠点の最適空間配
置の研究

東北大学大学院　須ヶ間 淳

16：00

瀬田 史彦（東京大学）

93. 新型コロナウイルス禍の下
での国土レベル人口移動の
特徴

岡山大学　福田 崚

94. 人の動きに見る都市機能誘
導区域の設定課題

筑波大学　室岡 太一

18：00

懇　　　　親　　　　会



第3日目　12月4日（日）

第Ⅰ会場 第Ⅱ会場 第Ⅲ会場 第Ⅳ会場 第Ⅴ会場 第Ⅵ会場 第Ⅶ会場

9：20
9：20

椎野 亜紀夫（札幌市立大学）

95. 都心部高密度・用途混在地区
における地縁組織や非地縁
組織による公園管理に関す
る研究

（株）日本設計　重永 鑑

9：40

阿久井 康平（大阪公立大学）

96. 高さ制限策定後の見直しに
関する意見の変遷

新潟大学　高橋 俊弥

97. 神戸市住吉・御影地区におけ
る地場産業と住宅地の景観
に関する研究

神戸大学大学院　山口 秀文

9：20

氏原 岳人（岡山大学）

101. 歩車分離道路の歩行者天国
時における車道空間の歩行
利用に関する研究

東京大学大学院　井桁 由貴

102. コロナ禍における商業集積
地の公共交通のアクセシビ
リティの変化との滞在人口
との関係

東京大学　長谷川 大輔

9：40

近藤 早映（三重大学）

106. 地方都市の市街地における
世帯減少の進み方の特徴

（地独）北海道立総合研究機構北方 

建築研究所　五十石 俊祐

107. コンパクトシティ形成に向
けた逆線引き実施のプロセ
スと課題に関する研究

UR都市機構　吉田 隼斗

108. 立地適正化計画策定後にお
ける用途地域の見直し実態
に関する研究

横浜国立大学　尹 莊植

9：40

籔谷 祐介（富山大学）

113. 防災空地事業における空間
マネジメント手法に関する
研究

（株）オオバ　勝 美由乃

10：00

近藤 明子（四国大学）

114. 地下駅出入口との連絡建物
の特徴及び都市開発諸制度
の適用による連絡施設の導
入に関する研究

東京都　村上 清徳

115. 機械学習の解釈手法を用い
た空き家の発生要因分析

広島大学大学院　水澤 克哉

9：20

荒木 裕子（京都府立大学）

118. COVID-19禍における市町村
のテレワーク・ワーケーショ
ンの整備・推進実態

高知大学　坂本 淳

119. 東日本大震災後の中心市街
地の低未利用地の集客企画
の実施状況に着目した暫定
活用に関する一考察

東北大学大学院　苅谷 智大

120. 超高層マンションの管理組
合による防災対策に関する
研究

横浜国立大学大学院　木村 祐輔

121. 行政職員の知識・実行力の
向上に着目した事前復興計
画の策定プロセスに関する
考察

（株）建設技術研究所　小倉 華子

9：20

山田 育穂（東京大学）

124. 公園における子供・女性を被
害者とする脅威事案の発生
実態および接道性との関連

筑波大学　雨宮 護

125. 越境施設利用からみた隣接
自治体依存構造の空間分析

国土交通省　佐野 雅人

126. Wi-Fiパケットセンサを活
用した市街地における歩行
者流動解析

三井不動産（株）　武藤 夏陽

127. 建築保存における外部意見
が所有者の意思決定に与え
る影響に対するコンフリク
ト解析

東京大学大学院　井澤 佳織

10：40

休 憩
10：50

10：50

木村 優介（京都大学）

98. 街中交通としての鉄道の線
路脇空間における対鉄道行
動の実態

東日本旅客鉄道（株）　應武 遥香

99. 河川環境再生に向けた広域
空間計画における市民参加
型検討プロセスの特徴

（株）日建設計　上林 就

100. 「ソウル歴史都心」における
都市組織を受け継ぐための
大規模建築物の規制・誘導
に関する研究

東京大学　金 榮俊

10：50

須永 大介（中央大学）

103. 全国版と地方版の経路検索
サービスにおける検索件数
の比較分析

鳥取大学大学院　大江 広高

104. 生活道路の空間再編が交通
静穏化と身体活動の促進に
与える影響

滋賀大学　近藤 紀章

105. 選択型実験を用いた知床に
おけるエコツーリズムの需
要評価

徳島大学　礎 有希

10：50

杉田 早苗（東京工業大学）

109. 住宅地における法的根拠が
ない管理組織の活動の課題
と住民の評価

横浜市立大学　齊藤 広子

110. 米国の州法及び行政規則が
住宅地のマネジメント体制
に与える影響

横浜市立大学　松林 優奈

111. 地方都市における市民提案
型まちづくり活動助成制度
の市民活動育成機能に関す
る研究

（株）オリエンタルコンサルタンツ　板橋 奈央

112. 日本における住民参加型
まちづくり手法としてのオ
ンラインプラットフォーム

「Decidim」の活用実態

東京大学大学院　輿石 彩花

10：50

辻本 乃理子（流通科学大学）

116. 原発被災後のまちなかにお
ける再建状況と解体後空き
地の変容

地域計画建築研究所　植田 啓太

117. 埋立地に立地する戸建住宅
地の建築制限の特徴と設定
の背景に関する研究

清水建設（株）　中本 拓也

10：50

坂本 淳（高知大学）

122. 平常時からの地域防災に向
けた現地散策型アプリの開
発とその有効性の検証

福岡工業大学　上杉 昌也

123. 利便性の高い住宅地での水
害による被災世帯の住まい
と経済的負担に関する実態
分析

横浜市立大学　石川 永子

10：50

田村 一軌（（公財）アジア成長研究所）

128. 街に住み続けたい気持ちの
構造

大東建託（株）　宗 健

129. 平成の大合併における自治
体隣接関係の変化と遠隔型
連携の可能性

（株）パスコ　田宮 圭祐

130. 若年層における活動場所及
び価値観の多様化の実態

（一財）計量計画研究所　小松﨑 諒子

131. 人の存在量と犯罪との関連

国土交通省国土地理院　山根 万由子

12：10

昼　　　食
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