
 

研究・事例報告　第一会場(S11教室)　

発表番号 題名 時刻 頁

101 石狩海岸周辺の土地利用及びその変化が草原性鳥類に与える影響 9:30～9:50 11

北海道大学農学部 小泉 結女

北海道大学大学院農学研究院 松島　肇

102 地域協働による道路法面緑化  ～原生花園のように～ 9:50～10:10 12

北海道開発局 網走開発建設部 中山 友希

東京農業大学 生物産業学部 中村　隆俊 

国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 太田　　広 

国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 澤松　俊寿 

株式会社ドーコン 角田　　洋 

株式会社ドーコン 清川　剛志

103 沿岸域の住民による風力発電施設の景観印象評価とその要因 10:10～10:30 13

北海道大学大学院農学院 狭間 倫哉

北海道大学大学院農学研究院 松島　肇

104 土地利用を跨ぐ河川軸に着目した沿川景観特性に関する一考察 10:30～10:50 14

北海道大学大学院工学院 山崎 嵩拓

北海道大学大学院工学院 坂井　文

【審査員】孫田　敏（座長）・四宮　繁

研究・事例報告　第二会場(S21教室)　

発表番号 題名 時刻 頁

105 知床五湖における野生生物との遭遇への期待が及ぼす利用規制地区の評価の相違 9:30～9:50 17

北海道大学大学院農学院 稲場 彩夏

北海道大学大学院農学研究科 愛甲 哲也

北海道大学農学院 大場 一樹

106 最近の国立・国定公園の公園計画及び公園区域変更の変遷について 9:50～10:10 18

北海道大学大学院農学院 兪 晨

北海道大学大学院農学研究院 愛甲 哲也

107 札幌市の自然歩道における利用者の近接性による意識の相違について 10:10～10:30 19

北海道大学大学院農学院 亀井 佑矩

北海道大学大学院農学研究院 愛甲 哲也

北海道大学大学院農学院 魏 子祺 

108 地域課題の解決に資する基盤形成に向けた市民参加型の公園づくりに関する研究 10:30～10:50 20

室蘭工業大学大学院　環境創生工学系専攻 池田 汐里

室蘭工業大学大学院工学研究科 市村 恒士

109 「緑のリサイクル」を活用した低炭素型の都市公園整備に関する研究 10:50～11:10 22

室蘭工業大学大学院　工学研究科 吉川 龍之介

室蘭工業大学大学院　工学研究科 市村 恒士

【審査員】吉田　惠介（座長）・坂井　文

(発表15分・質疑5分)

(発表15分・質疑5分)



 

研究・事例ポスター発表　(１階　会議室)　

発表番号 題名 頁

201 児童の視点から見た都市公園施設の安全管理に関する研究 25

北海道科学大学 青木　優昇

北海道科学大学 野呂田大地

202 児童の報告に見る都市公園の不審者情報と防犯向上への要件に関する考察25

北海道科学大学 早坂　朋博

北海道科学大学 伊勢　将大

203 都市公園におけるバイオトイレ導入の可能性とその効果に関する研究 25

室蘭工業大学 桑原　裕雅

204 都市公園における地域課題解決に資する子育て支援サービスの可能性 25

室蘭工業大学 今井　涼太

205 地域コミュニティの形成に資する鉄道高架下空間の緑化に関する研究 26

室蘭工業大学 竹森　琢人

206 商店街の活性化に資する街路樹のマネジメントに関する研究 26

室蘭工業大学 渡邊　望未

207 集合住宅におけるランドスケープビジネスの共通価値創造の可能性 26

室蘭工業大学 湯上　真亜子

208 ブランド価値からみた建築物の緑化に関する研究 26

室蘭工業大学 福島　誠也

209 新しい北海道イメージの構築 27

札幌市立大学 鈴木　詩織

9：30-17:00 
（コアタイム…11:20-12:20）

(次ページに続く )



 

研究・事例ポスター発表　(１階　会議室)　

発表番号 題名 頁

210 街路樹が道路景観に与える影響に関する被験者実験 27

独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所 地域景観ユニット 上田　真代

独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所 地域景観ユニット 松田　泰明

独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所 地域景観ユニット 太田　広

211 国営滝野すずらん丘陵公園のヒグマ対策 27

北海道開発局　札幌開発建設部　国営滝野すずらん丘陵公園事務所 齋藤　嘉之

北海道開発局　札幌開発建設部　国営滝野すずらん丘陵公園事務所 岩渕　仁志

北海道開発局　札幌開発建設部　国営滝野すずらん丘陵公園事務所 下村　周史

212 石狩海岸におけるイソコモリグモLycosa ishikariana の月ごとの分布動態と生息環境の関連について27

北海道大学農学部 岩田　玲於

北海道大学大学院農学研究院 松島　肇

213 防災機能を兼ね揃えた港湾緑地 28

北海道造園設計株式会社 佐藤　俊義

北海道造園設計株式会社 佐々木　一

北海道造園設計株式会社 及川　渉

北海道造園設計株式会社 竹浪　孝治

北海道造園設計株式会社 八幡　和彦

214 ふり返りのランドスケープ 28

北海道造園設計株式会社 佐藤　俊義

株式会社環境緑地研究所 太田　幸司

株式会社シビテック 杉本　一幸

ダイシン設計株式会社 菅原　瑞生

高野ランドスケーププランニング株式会社 村田　周一

株式会社ドーコン 宮達　直也

パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社 宮崎　栄一郎

215 エゾスカシユリの得苗率向上に向けた発芽試験 28

～きたはなプロジェクト：自生種を用いたのり面緑化活動～

国土交通省　北海道開発局　網走開発建設部 湯浅　浩喜

東京農業大学 生物産業学部 生物生産学科 植物資源保全学研究室 中村　隆俊

国土交通省　北海道開発局　網走開発建設部 太田　広

国土交通省　北海道開発局　網走開発建設部 塩島　寛

株式会社ドーコン 都市・地域事業本部 都市環境部 角田 洋

株式会社ドーコン 環境事業本部 環境保全部 清川 剛志

9：30-17:00 
（コアタイム…11:20-12:20）

【審査員】　笠康三郎・近藤哲也



 

学生デザインワークショップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発表番号 題名 頁

1 場所性と強く結びついた生活空間の再生に向けた河川空間の提案 29

北海道大学大学院工学研究院・工学部
山崎 嵩拓・寺川 真末
新谷 綾一郎・桑沢 昇平

2 篠路駅前再開発に対する一考察 29

北海道大学大学院工学研究院・工学部
松浦 裕馬・今瀧 亞久里・花房 総一郎

押木 祐生・小池 温絵

3 ゆりかごから墓場まで、帰ってこられるまち篠路 〜JR篠路駅東口地区の再開発 30

北海道大学大学院農学研究院・農学部
齋藤 天道・稲葉 彩夏・羽場内 玲

ETH Zülich　　　 Lea Stutz
4 「もっと篠路を好きになれる町づくり」　JR篠路駅東口地区再開発案 30

北海道大学大学院農学研究院・農学部
亀井 佑矩・玄 明光
八幡 雄次郎・田中 顕司

【講評】 中林 光司（札幌市北区市民部地域振興課まちづくり調整担当係長）
石本 依子（札幌市篠路コミュニティセンター館長）
坂井 文（北海道大学大学院工学研究院准教授／副支部長）

成果発表会　13:45-14:45 (大講堂)
ポスター展示　9：30-12:20 (１階会議室)

 

 


