
平成１２年度関東支部大会研究・報告発表プログラム

□開催月日
平成１２年１０月２２日(日)

□会場
栃木県壬生町中央公民館

 題目 副題 発表者1 発表者2 発表者3 発表者4 発表者5 発表者6
第Ⅰ会場

ZK000101 小公園の愛称に関する調査研究 鍜冶 美波 服部 勉 進士 五十八
ZK000102 大正期における「公園」の状況 赤坂 信
ZK000103 吾妻小富士の雪形とそれにまつわる伝承・地名についての一考察 作田 哲啓
ZK000104 景観のモザイク情報化による色彩構成分析 歌川広重「東海道五十三次」を事例として 長谷部 原
ZK000105 長野県飯田市街地における裏界線の機能とシークエンス効果 関 祐子
ZK000106 若年者と高齢者からみたガーデニングの実態と造園家への課題 内田 均
ZK000107 日本におけるプレイリーダーの変遷に関する基礎的研究 三日市 香織 栗田 和弥 宮田 和久
ZK000108 日光田母沢御用邸記念公園の庭園修復 林 恵明
ZK000109 道の駅「明治の森・黒磯」の整備に関する報告 有野 充朗 土屋 正行

第Ⅱ会場
ZK000201 造園空間の仕上がり評価に関する考察 福成 敬三
ZK000202 アスファルトとコンクリートの太陽熱による温度上昇について 松本 透
ZK000203 葉緑の色調をもとにした植物活力の考察 武村 敏彦
ZK000204 低照度条件下でのトータルフェスク生育に対する硝酸コリンの施用効果 小畑 拓也 藤崎 健一郎 勝野 武彦
ZK000205 霧ヶ峰の自然観察路にみる二次草原の植生について 栗原 雅博 古谷 勝則 油井 正昭 多田 充 赤坂 信
ZK000206 霧ヶ峰の自然観察路にみる二次草原の景観評価 古谷 勝則 栗原 雅博 油井 正昭 多田 充 赤坂 信
ZK000207 ゴルフ場内残置森林の管理・誘導指針に関する研究 栗田 英治 横張 真
ZK000208 都市と農村における里山雑木林の管理作業に関する調査研究 宮崎 政雄 入江 彰昭
ZK000209 地域生態系保全・育成のためのリサイクルネットワークづくり 清田 秀雄 関 雄一 荻野 淳司
ZK000210 地域循環型緑のリサイクルの実践 荻野 淳司 長嶺 利樹 白石 美紀

第Ⅲ会場
ZK000301 地域住民と連携した防災公園づくり 小木曽 裕 島 一喜 櫻井 敏幸 樋口 哲行 秋山 寛 矢澤 容子
ZK000302 市民緑地の現状と課題 秋山 寛 矢澤 容子 藤倉 裕子 清水 政雄 藤井 英二郎
ZK000303 集合住宅地における共同花壇の自主管理の試み 多摩平団地を事例として 黒木　誠 秋山 寛 石井 園美
ZK000304 川崎大宮団地建替事業における都市の森構想と屋上ビオトープについて 小木曽 裕 平井 勝 北川 明介 逸見 一郎
ZK000305 地域環境と連携したレーベンスガルテン山崎環境共生住宅の造園計画について 小木曽 裕 島 一喜 大森 繁
ZK000306 レーベンスガルテン山崎の環境共生に配慮した斜面地の修復について 大森 繁 小木曽 裕 島 一喜 勝野 武彦 濱野 周泰
ZK000307 市民緑化活動への選択的支援について 横浜市上大岡地区における花いっぱい活動を事例として 菊地 健太郎 根岸 茂 中原 一郎
ZK000308 横浜市中山地区における地域緑化活動の自立 地域連携による緑化活動の事例から 米川 和子 根岸 茂 中原 一郎
ZK000309 地域住民による公園管理団体の活動に関する研究 神戸市・公園管理会を事例に 岩村 高治 横張 真
ZK000310 集合住宅団地の計画と造園領域の変化 日本住宅公団の理論と実践をめぐって 木下 剛

第Ⅳ会場＜ポスターセッション＞

ZKＰ000401
東京農業大学短期大学部環境緑地学科１年生における「農場実習」の教育の実際と学生が
実習に抱くイメージ

入江 彰昭 内田 均 竹内 将俊

ZKＰ000402
東京農業大学短期大学部環境緑地学科１年生における「フィールド観察実習」の教育の実
際と学生成果

田村 正人 河原 武敏 川井 理正 内田　均 竹内 将俊 入江 彰昭

ZKＰ000403 栃木県営公園における都市公園活性化事業「Vivid」プランについて 小林 本八
ZKＰ000404 文星芸術大学実習庭園の設計・施工報告 清水 孝眞

ZKＰ000405
『能見台団地北側斜面上隣地に対する将来生長を考慮したプライバシー等植栽計画につい
て』

濱野 周泰 小木曽 裕 平井 勝 加藤 茂男

ZKＰ000406 地域の環境ネットワークの核となる建替団地の取り組み 小木曽 裕 谷 栄 石井 ちはる
ZKＰ000407 尾瀬を事例とした利用者の景観認識からみた収容力の検討方法について 栗田 和弥 麻生 恵
ZKＰ000408 福島県鮫川村における「田んぼの学校」による里山の環境保全活動 栗田 和弥 入江 彰昭
ZKＰ000409 ランドスケープデザインワークショップ２０００活動報告『風景”市場”主義』 ランドスケープベンチャーの可能性 鈴木 康平 粟野 隆

　


