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D部門　命名由来別にみる新市町村名の変遷に関する研究
       －広島県と滋賀県を対象として－
       澁谷宏樹　パシフィックコンサルタンツ株式会社／齋藤潮

D部門　明治から現代の箱根の観光ガイドブックにみる
       風景記述の変化とその特徴
       鍵村香澄　株式会社建設技術研究所／中井祐

D部門 「ふるさと」の変遷とそれに対する大学生の行動変容特性について
       西上広貴　徳島大学大学院／上月康則　山中亮一　尾野薫　平川倫

D部門　新聞記事にみる東京山の手河川と江戸城外濠
       渡邊翔太　法政大学大学院／福井恒明

セッションB1　景観認識の変遷

D部門　郡上八幡における水利用施設の維持管理組織の実態把握
       猪股誠野　早稲田大学大学院／佐々木葉

D部門　水システムの管理活動からみる管理主体の新たな「きょうどう」の形態に関する研究
       石原卓馬　早稲田大学大学院／佐々木葉

D部門　暮らしに基づいた地域の特徴を捉える資料としての写真の活用可能性
       尾野薫　徳島大学

D部門 「柳川暮らしつぐ会」から生まれる風景
       永村景子　日本大学／高尾忠志

D部門　共同体の特性が復興計画策定過程に与えた影響
       －大槌町安渡地区を対象として－
       小粥慶子　東京大学大学院／尾崎信　中井

セッションB2　共同体のかたち セッションC2　橋梁デザイン

セッションC1　道路景観の分析

D部門　空間データを活用した参道空間の分析～古都・奈良を対象に～
       大崎雄治　大阪工業大学大学院／吉川眞　田中一成

D部門　D／Hと街路空間の印象評価の関係に関する基礎的研究
       三富翔平　日本大学大学院／天野光一　西山孝樹

D部門　街路空間の光環境の把握
       竹内修人　大阪工業大学／田中一成　吉川眞

B部門　武蔵野市における道路景観に関する取り組みの事後評価について
       杉山朗子　株式会社日本カラーデザイン研究所／栗林剛　射場茂夫
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠田南

D部門　明治期日本における組積アーチ橋の展開と設計理論の導入
       坂本いづる　東京大学大学院／中井祐

D部門　成瀬勝武に着目した聖橋の設計思想とその構造表現
       菅野辰将　日本大学／関文夫　松ヶ谷航太　

D部門　多湿環境におけるコンクリート表面性状の変化と滝見橋の表面洗浄の効果
       濱野北斗　日本大学／関文夫　木野翼　丹羽弘毅

D部門　港湾に架かる橋梁の橋梁照明に関する現地試験及び設計
       杉山達彦　株式会社オリエンタルコンサルタンツ／万名克実　高橋利之

D部門　橋梁設計者の設計意図と橋梁利用者の注目点
       山科盛人　法政大学大学院／福井恒明

【会場：学生食堂】
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【発表会場：C102】 【発表会場：B101】

東京大学

尾崎 信

座長

-専門分野-
都市・地域計画，景観計画，
まちづくり

-代表プロジェクト-
大槌町安渡地区・小枕伸松地区
復興計画，ヤタイ広場，平泉中学校
デザイン・ワークショップ

熊本大学

田中 尚人

座長

寒地
土木研究所

松田 泰明

座長

-専門分野-
道路景観，道の駅，
インフラの観光利活用

-代表プロジェクト-
北海道における道路デザイン
ブック，シーニックバィウェイ
北海道  

国士舘大学

二井 昭佳

座長

-専門分野-
景観論，土木史，
都市地域計画

-代表プロジェクト-
『土木と景観－風景のための
デザインとマネジメント－』
（学芸出版社），『風景のとらえ方・
つくり方―九州実践編』（共立出版），
通潤用水下井手水路の改修 など

-専門分野-
景観論，公共空間デザイン

-代表プロジェクト-
太田川大橋（広島），
大槌町吉里吉里・浪板地区復興
計画，牛久駅駅前広場など  

【会場：C102】オープニングセッション

【発表会場：C102】 【発表会場：B101】

セッションB3　水辺の変容 セッションC3　景観・地区のイメージ

C部門　景観要素の対面性に着目した景観現象分析
       佐藤康一　山形県庁

D部門　地下鉄駅のデザイン評価手法の開発に関する研究
       中内和　株式会社三菱総合研究所／柴中雄仁　鈴木康仁　川口荘介
       　　　　　　　　　　　　　　　　堀健一

D部門　地区イメージの記述に関する研究 
       大迫和己　法政大学大学院／福井恒明

D部門　東海道の宿場町における近世の想起素材とその存在状況
       －宿場町をめぐる旅からみたその意味－
       浜本嶺　東京工業大学／齋藤潮

16:05

17:45

【発表会場：C102】 【発表会場：B101】

福岡大学

石橋 知也

座長

-専門分野-
都市史，景観論

-代表プロジェクト-
福岡県大島海洋体験施設うみ
んぐ大島，大分県津久見市
湧水めだか公園，
『風景のとらえ方・つくり方
－九州実践編』（共著）など  

D部門　向島堤の公園化を巡る論争とその終局
       東京府による景勝地の公園化構想に着眼して
       上條慎司　小野寺康都市設計事務所／齋藤潮

D部門　江戸における水辺の土地利用形態
       高野李江　東北大学大学院／平野勝也

D部門　利根川にみる河川と市街地の関係性の変遷
       －日光街道栗橋宿を対象に－
       亀井優樹　千葉大学大学院／秋田典子

D部門　雄物川中流域における明治合祀以前の神社と合祀神社の立地傾向
       村松幹允　国士舘大学大学院／二井昭佳

株式会社
プランニング
ネットワーク

伊藤 登

座長

-専門分野-
景観・まちづくり・
公共空間利用

-代表プロジェクト-
渡利水辺の楽校，
『桑折学のすすめ』編纂など

【会場：B102，B103，B105】
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プログラム・一日目 2016年12月10日.（土）

「めぐり逢いの技法　－風景と人々と－」 小林 一郎（熊本大学教授）

D部門　公開空地の滞留特性と実態
       芳賀徹也　法政大学大学院／福井恒明

D部門　地方都市の中心市街地における
       地価に対する業種の分布特性とその変遷
       石澤亮介　東北大学大学院／平野勝也

D部門　建築の転用に見る内部空間の美的印象の発現
       ～倉庫から事務所への転用事例を対象にして～
       野村英太郎　東京工業大学大学院／齋藤潮

A部門　中心市街地活性化とまちなかのDIY 美殿町ラボづくりの成果
       出村嘉史　岐阜大学

セッションA1　市街地の活用

B部門　長崎市景観専門監の仕組みと成果
       －インハウス・スーパーバイザーのモデル的取り組み－
       高尾忠志　九州大学

C部門　公共空間の戦略的・統合的デザインの実現に向けた体制と職能に関する考察
       尾崎信　東京大学

D部門　東日本大震災・津波被災自治体における市街地整備を通じた
       景観形成の方策に関する研究
       西村亮彦　国土交通省　国土技術政策総合研究所／木村優介　舟久保敏

B部門　沖縄県が実施する土木・営繕事業の景観性を担保する取り組みについて
       西上律治　パシフィックコンサルタンツ株式会社／増山晃太　三井亨保

B部門　恵那市における景観まちづくりの実践の歩みとそこからの学び
       佐々木葉　早稲田大学／岡田智秀　山口敬太　出村嘉史

セッションA2　景観政策の現在

北村 眞一（土木学会景観・デザイン委員会委員長）主催者挨拶　

基調講演
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【発表会場：C101】

【会場：C102】

日本大学

大沢 昌玄

座長

-専門分野-
都市計画，都市交通計画，
土木史

-代表プロジェクト-
越谷市景観計画，池袋副都心交通
戦略，『駐車場からのまちづくり』
（学芸出版）など

国土交通省
都市局

新屋 千樹

座長

-専門分野-
都市計画，都市整備

-代表プロジェクト-
まちづくり制度に関する企画立案
など

【発表会場：K101】

【会場：学生食堂】

セッションA3　観光と景観・デザイン16:05

17:45

【発表会場：C101】

【会場：B102，B103，B105】

D部門　道の駅の防災機能
       平野綾子　法政大学大学院／福井恒明

D部門　温泉街型観光地の魅力向上に寄与する
       屋外公共空間の「パターン」に関する分析
       笠間聡　国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所　松田泰明

A部門　ITを用いた白糸の滝眺望場と白糸自然公園連絡通路のデザイン
       関文夫　日本大学／穂坂友治　渡邉一弘　豊田由仁

A部門　中尊寺通りの道路デザイン
       持田治郎　大日本コンサルタント株式会社／高楊裕幸　西村浩
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎喬　黒島直一

福岡大学

柴田 久

座長

-専門分野-
景観設計，まちづくり

-代表プロジェクト-
警固公園，大島海洋体験施設
うみんぐ大島など
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プログラム・二日目 2016年12月11日（日）

D部門　全国川の日ワークショップ開催の目的についての考察
       山村美保里　東京工業大学大学院

D部門　地域の個性と調和した水辺空間デザインに関する調査
       鶴田舞　国立研究開発法人土木研究所／萱場祐一

D部門　スイス・Valsにおける氾濫許容型治水整備の概報
       二井昭佳　国士舘大学

A部門　白川・緑の区間のデザイン
       星野裕司　熊本大学／増山晃太　小林一郎

セッションA5　河川空間のデザイン

C部門　土木景観・デザインの取り組み展開と課題
       福井恒明　法政大学

C部門　都市再開発が生み出す公的空間の現代的性格
       －ディストピア化する都市の「空間の条件」－
       荻原知子　東京大学大学院

D部門　他者との相互作用からみたディズニーランドの特異性
       －ゲオルク・ジンメルの社交からみたレジャー論－
       板山静季　東京工業大学大学院／齋藤潮

C部門 「仮想行動」概念の再考にかかる試論
       齋藤 潮　東京工業大学

セッションA6　景観論の新展開 セッションB6　街並みの認知・評価

セッションB5　景観と時間

D部門　街並の想起における経過時間感覚の歪み
       白柳 洋俊　愛媛大学

D部門　対景図による海からみた港湾空間の景観的変遷に関する一考察
       石橋知也　福岡大学／柴田久

D部門　地域史の時空間表現 －千代田区番町・麹町地区を対象として－
       坂元泰平　法政大学大学院／福井恒明

D部門　祭礼に着目した都市空間の変容
       渡辺秀斗　大阪工業大学大学院／吉川眞　田中一成

D部門　地面の研究とデザインの可能性
       －地面写真のアーカイブサイトの作成を通じた探求－
       北雄介　京都大学

D部門　矛盾させた情報から見た店舗イメージ形成要因
       高橋峻平　東北大学大学院／平野勝也

D部門　透視図的認識に作用する平面分布形状の差異
       小野寺雄大　東北大学大学院／平野勝也

D部門　街歩き体験中の小規模店舗群が街の印象に与える影響
       蝦名遼祐　法政大学大学院／福井恒明

クロージングセッション

A部門　コンクリートの材料選定によるデザイン論
       －シラスを用いた事例からの考察－
       友寄篤　東京大学大学院／野口貴文

D部門　ユーザー指向の駅前空間設計のあり方に関する考察
       小滝省市　株式会社日本海コンサルタント／高山純一　中山昌一郎
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤生慎

D部門　欧州における歩道橋デザインの現代的傾向
       山本祐輝　熊本大学大学院／星野裕司　増山晃太

D部門　景観構成要素としてのトラム停留所デザインのトレンドに関する考察
       ペリー史子　大阪産業大学／塚本直幸

セッションA4　新時代のデザイン セッションB4　中山間地の景観保全

東京大学

福島 秀哉

座長

8:45

10:25

10:35

12:15

13:10

14:50

15:00

17:00

17:05

17:15

8:45

10:25

10:35

12:15

13:10

14:50

15:00

17:00

17:05

17:15岡田 一天（景観・デザイン研究編集小委員会委員長）

【発表会場：C101】

【発表会場：C101】

【会場：C101】

【発表会場：C102】

【発表会場：C102】

株式会社
吉村伸一
流域計画室

吉村 伸一

座長

京都大学

山口 敬太

座長

東北大学

平野 勝也

座長

愛媛大学

白柳 洋俊

座長

-専門分野-
河川環境デザイン

-代表プロジェクト-
和泉川東山の水辺，嘉瀬川・石井
樋地区歴史的水辺整備事業，
いたち川の自然復元と
景観デザインなど

-専門分野-
地域の風土･景観･歴史の解読と
地域づくり

-代表プロジェクト-
『日本風景史』(共編著)，
伊庭や宇治茶の文化的景観調査
及び計画など

-専門分野-
景観・デザイン

-代表プロジェクト-
月浜第一水門，仙台東部道路
高架橋，石巻・女川復興
まちづくり

-専門分野-
環境心理学

-代表プロジェクト-
南宇和郡愛南町のまちづくり

テクニカルディスカッション

A　道路空間の利活用とデザイン・マネジメント

B　土木分野における設計競技方式への期待と課題

C　津波避難施設のデザインーその日常利用と風景への納まりー

【登壇者】

【登壇者】

【登壇者】

高尾忠志
（九州大学）

後藤賢司
（広島市 南区役所

  建設部 維持管理課）

安田吾郎
（国土交通省

  東北地方整備局）

【会場：A：C101　B：C102　C：B101】

伊藤　登（株式会社プランニングネットワーク）

久保田　善明（富山大学）

重山　陽一郎（高知工科大学）

【座長】

【座長】

【座長】

（順不同）

専門分野：景観，まちづくり，公共空間利用

代表プロジェクト

渡利水辺の楽校，「桑折学のすすめ」編纂 など

専門分野：土木デザイン，デザインマネジメント

代表プロジェクト

天ケ瀬ダム再開発事業    

専門分野：土木構造物デザイン

代表プロジェクト

天神川水門（島根県松江市）など

大波修二
（株式会社

  オリエンタルコンサルタンツ）

【発表会場：C101】 【発表会場：C102】

佐藤八尋

（若竹まちづくり研究所）

岡田智秀

（日本大学）

梅村博

（国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所）

-専門分野-
土木構造物・公共空間のデザイン

-代表プロジェクト-
岩手県大槌町における東日本
大震災復興計画，山梨県山中湖村
における地域史研究と公共空間
デザインの連動など

吉谷崇
（株式会社

  設計領域）

桂有生
（横浜市 都市整備局

  都市デザイン室）

山下裕子
（ＮＰＯ法人

　ＧＰネットワーク）

浅野正裕
（千葉市 都市局

  都心整備課）

西村亮彦
（国土交通省 国土技術政策総合研究所

  緑化生態研究室）

D部門　水田を中心とする農村景観保全に向けた「コンパクトファーム」の
       運用方策に関する研究
       －農事組合法人富田営農をケーススタディとして－ 
       小泉雄大　日本大学大学院／岡田智秀　横内憲久

D部門　大神集落の耕作状況の変化と石積みの保全実態
       金子玲大　上勝町地域おこし協力隊 ／佐々木葉

C部門　第3回Terraced Landscapes国際会議にみる棚田・段畑景観をとりまく課題
       真田純子　東京工業大学

D部門　砂防を題材とした総合学習の実践
       岐阜県付知町の小学校で行った砂防教室を例に
       鈴木希　岐阜大学大学院／出村嘉史

神戸芸術
工科大学

小浦 久子

座長

-専門分野-
都市計画・景観計画

-代表プロジェクト-
『まとまりの景観デザイン』
（学芸出版社），『未来の景を育て
る挑戦 −地域づくりと文化的景観
の保全』（技報堂出版）など
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D部門　全国川の日ワークショップ開催の目的についての考察
       山村美保里　東京工業大学大学院

D部門　地域の個性と調和した水辺空間デザインに関する調査
       鶴田舞　国立研究開発法人土木研究所／萱場祐一

D部門　スイス・Valsにおける氾濫許容型治水整備の概報
       二井昭佳　国士舘大学

A部門　白川・緑の区間のデザイン
       星野裕司　熊本大学／増山晃太　小林一郎

セッションA5　河川空間のデザイン

C部門　土木景観・デザインの取り組み展開と課題
       福井恒明　法政大学

C部門　都市再開発が生み出す公的空間の現代的性格
       －ディストピア化する都市の「空間の条件」－
       荻原知子　東京大学大学院

D部門　他者との相互作用からみたディズニーランドの特異性
       －ゲオルク・ジンメルの社交からみたレジャー論－
       板山静季　東京工業大学大学院／齋藤潮

C部門 「仮想行動」概念の再考にかかる試論
       齋藤 潮　東京工業大学

セッションA6　景観論の新展開 セッションB6　街並みの認知・評価

セッションB5　景観と時間

D部門　街並の想起における経過時間感覚の歪み
       白柳 洋俊　愛媛大学

D部門　対景図による海からみた港湾空間の景観的変遷に関する一考察
       石橋知也　福岡大学／柴田久

D部門　地域史の時空間表現 －千代田区番町・麹町地区を対象として－
       坂元泰平　法政大学大学院／福井恒明

D部門　祭礼に着目した都市空間の変容
       渡辺秀斗　大阪工業大学大学院／吉川眞　田中一成

D部門　地面の研究とデザインの可能性
       －地面写真のアーカイブサイトの作成を通じた探求－
       北雄介　京都大学

D部門　矛盾させた情報から見た店舗イメージ形成要因
       高橋峻平　東北大学大学院／平野勝也

D部門　透視図的認識に作用する平面分布形状の差異
       小野寺雄大　東北大学大学院／平野勝也

D部門　街歩き体験中の小規模店舗群が街の印象に与える影響
       蝦名遼祐　法政大学大学院／福井恒明

クロージングセッション

A部門　コンクリートの材料選定によるデザイン論
       －シラスを用いた事例からの考察－
       友寄篤　東京大学大学院／野口貴文

D部門　ユーザー指向の駅前空間設計のあり方に関する考察
       小滝省市　株式会社日本海コンサルタント／高山純一　中山昌一郎
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤生慎

D部門　欧州における歩道橋デザインの現代的傾向
       山本祐輝　熊本大学大学院／星野裕司　増山晃太

D部門　景観構成要素としてのトラム停留所デザインのトレンドに関する考察
       ペリー史子　大阪産業大学／塚本直幸

セッションA4　新時代のデザイン セッションB4　中山間地の景観保全

東京大学

福島 秀哉

座長

8:45

10:25

10:35

12:15

13:10

14:50

15:00

17:00

17:05

17:15

8:45

10:25

10:35

12:15

13:10

14:50

15:00

17:00

17:05

17:15岡田 一天（景観・デザイン研究編集小委員会委員長）

【発表会場：C101】

【発表会場：C101】

【会場：C101】

【発表会場：C102】

【発表会場：C102】

株式会社
吉村伸一
流域計画室

吉村 伸一

座長

京都大学

山口 敬太

座長

東北大学

平野 勝也

座長

愛媛大学

白柳 洋俊

座長

-専門分野-
河川環境デザイン

-代表プロジェクト-
和泉川東山の水辺，嘉瀬川・石井
樋地区歴史的水辺整備事業，
いたち川の自然復元と
景観デザインなど

-専門分野-
地域の風土･景観･歴史の解読と
地域づくり

-代表プロジェクト-
『日本風景史』(共編著)，
伊庭や宇治茶の文化的景観調査
及び計画など

-専門分野-
景観・デザイン

-代表プロジェクト-
月浜第一水門，仙台東部道路
高架橋，石巻・女川復興
まちづくり

-専門分野-
環境心理学

-代表プロジェクト-
南宇和郡愛南町のまちづくり

テクニカルディスカッション

A　道路空間の利活用とデザイン・マネジメント

B　土木分野における設計競技方式への期待と課題

C　津波避難施設のデザインーその日常利用と風景への納まりー

【登壇者】

【登壇者】

【登壇者】

高尾忠志
（九州大学）

後藤賢司
（広島市 南区役所

  建設部 維持管理課）

安田吾郎
（国土交通省

  東北地方整備局）

【会場：A：C101　B：C102　C：B101】

伊藤　登（株式会社プランニングネットワーク）

久保田　善明（富山大学）

重山　陽一郎（高知工科大学）

【座長】

【座長】

【座長】

（順不同）

専門分野：景観，まちづくり，公共空間利用

代表プロジェクト

渡利水辺の楽校，「桑折学のすすめ」編纂 など

専門分野：土木デザイン，デザインマネジメント

代表プロジェクト

天ケ瀬ダム再開発事業    

専門分野：土木構造物デザイン

代表プロジェクト

天神川水門（島根県松江市）など

大波修二
（株式会社

  オリエンタルコンサルタンツ）

【発表会場：C101】 【発表会場：C102】

佐藤八尋

（若竹まちづくり研究所）

岡田智秀

（日本大学）

梅村博

（国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所）

-専門分野-
土木構造物・公共空間のデザイン

-代表プロジェクト-
岩手県大槌町における東日本
大震災復興計画，山梨県山中湖村
における地域史研究と公共空間
デザインの連動など

吉谷崇
（株式会社

  設計領域）

桂有生
（横浜市 都市整備局

  都市デザイン室）

山下裕子
（ＮＰＯ法人

　ＧＰネットワーク）

浅野正裕
（千葉市 都市局

  都心整備課）

西村亮彦
（国土交通省 国土技術政策総合研究所

  緑化生態研究室）

D部門　水田を中心とする農村景観保全に向けた「コンパクトファーム」の
       運用方策に関する研究
       －農事組合法人富田営農をケーススタディとして－ 
       小泉雄大　日本大学大学院／岡田智秀　横内憲久

D部門　大神集落の耕作状況の変化と石積みの保全実態
       金子玲大　上勝町地域おこし協力隊 ／佐々木葉

C部門　第3回Terraced Landscapes国際会議にみる棚田・段畑景観をとりまく課題
       真田純子　東京工業大学

D部門　砂防を題材とした総合学習の実践
       岐阜県付知町の小学校で行った砂防教室を例に
       鈴木希　岐阜大学大学院／出村嘉史

神戸芸術
工科大学

小浦 久子

座長

-専門分野-
都市計画・景観計画

-代表プロジェクト-
『まとまりの景観デザイン』
（学芸出版社），『未来の景を育て
る挑戦 −地域づくりと文化的景観
の保全』（技報堂出版）など
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