
発表プログラム（案）
第１日目：5月28日（土）

時間帯 時間 第1会場 (3A202） 第2会場 (3A203) 第3会場 (3A207） 第4会場 (3A312） 第5会場 (3A304) 第6会場 (3A308) 第7会場 (3A306) 第8会場 (3A402) 第9会場 (3A416) 第10会場 (3A403)
公共政策
デザインコンペ会場
（3A301)

午前1 9:00～10:30 90
5a 安全でエコなラウンドア
バウト(P)
高瀬達夫, 浜岡秀勝

14a 地域公共交通計画に
おける住民などが運営する
交通の将来像
猪井博登, 山田稔

47 地域ＩＴＳの展開(P)
金澤 文彦, 松本 修一,
片岡 源宗

34a 都市間旅客交通の調
査・分析・評価手法の開発
(P)
塚井誠人, 奥村誠

49a 地域の暮らしを活かし
た景観まちづくりを考える
佐々木葉, 岡田智秀, 田中
尚人

12a 地方自治体行政の技
術経営
秀島栄三, 谷本圭志

20a まちづくりと総合交通
政策
土井　勉

44a 途上国の社会基盤計
画
加藤浩徳

27a 災害情報
畑山満則, 梶谷義雄

11a 歩行者行動分析の展
開
福田大輔, 羽藤英二

午前2 10:45～12:15 90
5b 安全でエコなラウンドア
バウト(P)
高瀬達夫, 浜岡秀勝

14b 地域公共交通計画に
おける住民などが運営する
交通の将来像
猪井博登, 山田稔

48 地域モビリティの評価
松村暢彦

34b 都市間旅客交通の調
査・分析・評価手法の開発
(P)
塚井誠人, 奥村誠

49b 地域の暮らしを活かし
た景観まちづくりを考える
佐々木葉, 岡田智秀, 田中
尚人

12b 地方自治体行政の技
術経営
秀島栄三, 谷本圭志

20b まちづくりと総合交通
政策
土井　勉

44b 途上国の社会基盤計
画
加藤浩徳

27b 災害情報
畑山満則, 梶谷義雄

11b 歩行者行動分析の展
開
福田大輔, 羽藤英二

公共政策
デザインコンペ
プレゼンテーション
ポスターセッション

移動時間 12:15～12:30 15

ランチョン 12:30～14:00 90

移動時間 14:00～14:15 15

午後1 14:15～15:45 90
39 平面交差部の計画・設
計・運用制御(P)
鈴木弘司

6a 家庭・運輸部門におけ
るエネルギー消費と温室効
果ガス排出
Sudarmanto Budi Nugroho,
張　峻屹

40a 地域医療支援のため
の救急搬送（救急医療・救
急搬送）(P)
高山純一, 二神透

50a 観光研究
岡本直久, 日比野直彦

SS3 持続可能な交通に関
する国際比較
石田東生，藤原章正

13a 多様な主体の参画に
よる地域モビリティの確保
施策
高橋総一, 田村亨

SS1 暮らし創生ビジョン
～人が変わる、まちが変わ
る、暮らしが変わる～
浜田誠也

28a 交通まちづくりのため
の調査と分析手法
溝上章志, 羽藤英二

26a 総合災害リスクマネジ
メント
髙木朗義, 多々納裕一

10a 新たな交通手段として
のPT（パーソナルトランス
ポーター）の利用可能性
轟朝幸, 西内裕晶, 石坂哲
宏

公共政策
デザインコンペ
ポスターセッション
（～16:30まで一般審
査員投票受付）

午後2 16:00～17:30 90
38a 道路の計画設計と交
通運用の新たな試み
下川澄雄, 内海泰輔

6b 家庭・運輸部門におけ
るエネルギー消費と温室効
果ガス排出
Sudarmanto Budi Nugroho,
張　峻屹

40b 地域医療支援のため
の救急搬送（救急医療・救
急搬送）(P)
高山純一, 二神透

50b 観光研究
岡本直久, 日比野直彦

46a 公共政策のための物
語研究
藤井　聡

13b 多様な主体の参画に
よる地域モビリティの確保
施策
高橋総一, 田村亨

SS2 「ポストモータリゼー
ションと安寧の都市．その
意義と展望」
谷口栄一，土井勉

28b 交通まちづくりのため
の調査と分析手法
溝上章志, 羽藤英二

26b 総合災害リスクマネジ
メント
髙木朗義, 多々納裕一

10b 新たな交通手段として
のPT（パーソナルトランス
ポーター）の利用可能性
轟朝幸, 西内裕晶, 石坂哲
宏

午後3 17:45～19:15 90
38b 道路の計画設計と交
通運用の新たな試み
下川澄雄, 内海泰輔

4 環境に配慮した自動車
交通と関連動向
松本修一, 森　健二, 坂井
康一

SS13 道路の役割・機能再
考　－今求められるべき道
路の性能と計画目標－
大口敬, 毛利雄一

15 動学的インフラ管理戦
略
横松宗太, 石倉智樹

46b 公共政策のための物
語研究
藤井　聡

22 安心安全・快適な社会
を支える都市物流システム
谷口栄一, 兵藤哲郎

SS4 交通まちづくりの実践
原田昇

29 交通行動モニタリング
力石　真, 張　峻屹

SS7 バリアフリー整備の評
価における当事者ニーズ
の反映
山田 稔

SS5 自転車空間研究の成
果と今後
金利昭

第2日目：5月29日（日）

時間帯 時間 第1会場 (3A202） 第2会場 (3A203) 第3会場 (3A207） 第4会場 (3A312） 第5会場 (3A304) 第6会場 (3A308) 第7会場 (3A306) 第8会場 (3A402) 第9会場 (3A416) 第10会場 (3A403)
公共政策
デザインコンペ会場
（3A301)

午前1 9:00～10:30 90

19a 都市空間における「人
の流れ」のニーズとシーズ
(P)
関本義秀

1a 低炭素社会構築のため
の都市・交通政策（１）－そ
の評価と戦略－
加藤博和

45a 東アジア・環太平洋地
域の地域・経済統合と国際
交通政策
柴崎隆一, 竹林幹雄, 石黒
一彦, 花岡伸也

33a 交通ネットワーク信頼
性解析のパースペクティブ
宇野伸宏, 倉内文孝

42a QOLと市民生活行動
張　峻屹

16a 人口減少とインフラ整
備
植村哲士, 北詰恵一

21a 今後の都市鉄道にお
ける政策・研究課題
日比野 直彦, 岩倉 成志

37a アセットメトリクスと意
思決定
小林潔司, 貝戸清之

24a 空間統計学・空間計量
経済学を用いた空間デー
タ解析
堤　盛人

7a 自転車走行の安全・教
育・利用促進等のためのソ
フト施策
元田良孝, 宇佐美誠史

午前2 10:45～12:15 90

19b 都市空間における「人
の流れ」のニーズとシーズ
(P)
関本義秀

1b 低炭素社会構築のため
の都市・交通政策（１）－そ
の評価と戦略－
加藤博和

45b 東アジア・環太平洋地
域の地域・経済統合と国際
交通政策
柴崎隆一, 竹林幹雄, 石黒
一彦, 花岡伸也

33b 交通ネットワーク信頼
性解析のパースペクティブ
宇野伸宏, 倉内文孝

42b QOLと市民生活行動
張　峻屹

16b 人口減少とインフラ整
備
植村哲士, 北詰恵一

21b 今後の都市鉄道にお
ける政策・研究課題
日比野 直彦, 岩倉 成志

37b アセットメトリクスと意
思決定
小林潔司, 貝戸清之

24b 空間統計学・空間計量
経済学を用いた空間デー
タ解析
堤　盛人

7b 自転車走行の安全・教
育・利用促進等のためのソ
フト施策
元田良孝, 宇佐美誠史

ランチョン 12:15～13:１5 60

午後1 13:15～14:45 90
25a 生活交通サービスを支
えるしくみと技術(P)
喜多秀行

2a 低炭素社会構築のため
の都市・交通政策（２）－都
市交通モデルによるアプ
ローチ－
奥嶋政嗣, 秋山孝正

SS11 東アジア・環太平洋
地域における地域・経済統
合と国際交通戦略
竹林幹雄, 柴崎隆一

SS8　土木教育における国
際化と計画分野の役割
Schmöcker, Jan-Dirk, 嶋
本　寛

30a 道路交通データの収
集・分析の新たな展開
上坂克巳, 門間俊幸, 橋本
浩良

31 沈黙の交通計画論
久保田尚, 藤井　聡

41 持続可能な冬期道路
サービス維持・向上のため
の計画と評価
浅野基樹, 萩原　亨, 高橋
清, 浜岡秀勝,松澤　勝

SS9 災害時交通マネジメン
ト
多々納裕一, 土屋　哲

SS12 ITSのこれからを考え
る
山田晴利

8 自転車政策・計画の制度
と実例
屋井鉄雄, 吉田長裕

応募者・審査員懇談
会（一般審査員の方
の参加も歓迎します）

午後2 15:00～16:30 90
25b 生活交通サービスを
支えるしくみと技術(P)
喜多秀行

2b 低炭素社会構築のため
の都市・交通政策（２）－都
市交通モデルによるアプ
ローチ－
奥嶋政嗣, 秋山孝正

32a 交通ネットワーク解析
の潮流(P)
井料隆雅, 中山晶一朗,
円山琢也

43a 子育てしやすいまちづ
くり
大森宣暁, 谷口綾子

30b 道路交通データの収
集・分析の新たな展開
上坂克巳, 門間俊幸, 橋本
浩良

17a 安全・安心の視点から
みた集約型都市構造
木梨　真知子, 森本　章倫

23a 土地利用マイクロシ
ミュレーション
鈴木　温

震災特別企画
35 高速鉄道整備政策　～
世界の潮流を踏まえて～
中川　大

9a 自転車走行空間の整備
とその評価
山中英生, 金　利昭

午後3 16:45～18:15 90
SS10 土木計画と「国土」
「国民」
藤井聡, 中野剛志

3 低炭素社会構築のため
の都市・交通政策（３）－実
務・技術者による実践的取
り組み－
尹　鍾進, 大庭哲治

32b 交通ネットワーク解析
の潮流(P)
井料隆雅, 中山晶一朗,
円山琢也

43b 子育てしやすいまちづ
くり
大森宣暁, 谷口綾子

SS6 経済均衡モデルの最
前線：土木計画学から他分
野への拡大
小池淳司，石倉智樹

17b 安全・安心の視点から
みた集約型都市構造
木梨　真知子, 森本　章倫

23b 土地利用マイクロシ
ミュレーション
鈴木　温

震災特別企画
18 LRTを活かしたまちづく
り
塚本直幸, 伊藤　雅

9b 自転車走行空間の整備
とその評価
山中英生, 金　利昭

Note: ｾｯｼｮﾝ名の後ろの（P)はﾎﾟｽﾀｰ希望セッション

震災特別全体セッション（3A204）

土木計画学研究委員会全体報告・公共政策デザインコンペ表彰（3A204）

（ポスター展示）


