
平成１４年度関東支部大会研究発表・報告プログラム

□開催月日
平成１４年１０月１２日(土)

□会場
大学農業大学世田谷キャンパス

 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 発表者7 発表者8 発表者9 発表者10
第Ⅰ会場

ZK020101 金沢八景の景観変遷史 鈴木 乃里子 服部 勉 進士 五十八
ZK020102 佐渡・相川の「庭造」たち 飛田 範夫
ZK020103 長野市松代町の伝統環境保存区域全域における水路の現状と今後の保全について 米林 由美子 佐々木 邦博
ZK020104 「水系を基軸とした都市のランドスケープ計画」推進のための包括的連携事業の連携構造に研究の基本的方針について 増田 元邦
ZK020105 大正期の千葉県における県立公園構想 赤坂 信
ZK020106 房総半島の「川廻し」新田開発とその技術的展開 伊藤 俊則 赤坂 信
ZK020107 阿蘇地域における草原景観の空間特性とその評価認識構造に関する研究 赤羽 禅 猪瀬 怜子 栗田 和弥
ZK020108 わが国の山岳地において展開されてきた高山植生の復元事例に関する研究 栗田 和弥
ZK020109 上野公園清水観音堂からの不忍池の眺望景観消失の経緯 磯部 友 小林 章
ZK020110 都市環境の形成に寄与するビオトープネットワークについて 都市公団の試み 小木曽 裕 山内 幸
ZK020111 都市公団の屋上緑化の取り組みについて 小木曽 裕 山内 幸

第Ⅱ会場
ZK020201 構造物を含む地形景観予測システムに伴う土工量算定法の検討 黒川 敦 岸塚 正昭
ZK020202 赤玉の価値と役割に関する研究 鬼山 静恵
ZK020203 山下公園のボートベイシンに関する研究 林 陽子 小林 章 福岡 孝純
ZK020204 高野山・比叡山・永平寺における教育キャンパスとしての比較調査研究 福岡 孝純 上野 敏樹
ZK020205 夜間における公園の避難場所への誘導に関する実験について 手代木 純
ZK020206 密閉空間におけるイメージ改善と疲労軽減効果について 金子 聡 涌井 史郎 飯島 健太郎
ZK020207 公園内空間における楽器演奏者に関する研究 木下 裕一 吉田 博宣
ZK020208 横浜居留地における山手公園の復元的考察 鈴木 洋平 吉田 博宣
ZK020209 18世紀第4四半世紀の事例にみる「公園」の空間デザイン 鹿野 陽子
ZK020210 横浜市都築区における社寺林の現状と課題 角田 美代子 吉崎 真司
ZK020211 千葉県松戸市における土地区画整理事業施行地区の特性に関する研究 卡 米力 肖 開提 中村 攻 木下 勇 椎野 亜紀夫

第Ⅲ会場
ZK020301 クラインガルテン利用実態調査に関する報告 レーベンスガルテン山崎を事例として 島　一喜
ZK020302 オープンガーデン活動における庭主の意識 都築 ますみ
ZK020303 英国におけるランブラーズ協会の成立と自然風景地へのアクセスに関する考察 平野 智美
ZK020304 里山環境を主体とした環境教育の展開システムの研究 西田 友香 田中 わか 平野 智美
ZK020305 里山活動における参加者の意識に関する調査 さかいね下田の森自然公園友の会 中島 敏博
ZK020306 天竜川水系をめぐる市民参加と流域規模との関係 平岡 直樹
ZK020307 東京ガス環境エネルギー館屋上ビオトープにおける植物の変遷とその教育への導入の可能性について 佐久間 弘祐 嶋野 弥名子 高橋 孝三
ZK020308 市民が竹林を管理する場合の人的投入量と植物発生材量の関係について 中島 敏博 吉崎 真司
ZK020309 市民の手による地域緑化活動の継続について 横浜市緑区中山地区10年の活動を事例として 米川 和子 根岸 茂 中原 一郎
ZK020310 「花と緑」のまちづくりへの多面展開について 横浜市港北区城郷地域を事例として 菊地 健太郎 菅 博嗣 中原 一郎
ZK020311 団地建替事業における住民参加の団地づくりから自主管理への展開 多摩平団地(東ブロック)を事例として 小島 和紀 黒木 誠 笹原 武志 秋山 寛 石井 園美

第Ⅳ会場
ZK020401 スナゴケのＣＯ2吸収に関する実験的研究 須崎 裕一 涌井 史郎 飯島 健太郎
ZK020402 タマリュウの水ストレス耐性の解明に関する実験的研究 黄 仁倍 飯島 健太郎 近藤 三雄
ZK020403 セダムによる屋根緑化はヒートアイランド現象の緩和策となりうるか 那須 香織 飯島 健太郎 近藤 三雄
ZK020404 セダムを用いた緑化工法による無降雨分離帯植栽とその生育状況 山下 律正 飯島 健太郎
ZK020405 ポトス(Epipremnum aureum)による室内空気汚染物質(ホルムアルデヒド)の吸収に関する研究 水庭 千鶴子 伊藤 政幸
ZK020406 高速道路におけるヘデラ属植物の生育評価に関する一考察 成 富根 大矢 光一 近藤 三雄
ZK020407 孤立二次林における10年間での種相成変化 農業環境技術研究所生態系保存実験ほ場の事例 井手 任 原田 直國 大黒 俊哉 芝池 博幸 山本 勝利
ZK020408 神奈川県下の緑地におけるサギ類の営巣と行動圏特性 葉山 嘉一 大久保 圭子 中村 祐子
ZK020409 剪定枝葉を原料とした『たい肥』を用いた花き栽培実験 長嶺 利樹 中島 美野子
ZK020410 自然界における断層源としての吸着重水の機構について 武村 敏彦

第Ⅴ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ020501 新宿御苑玉藻池周辺日本庭園部分の調査結果と整備計画 青井 奈津子 鈴木 誠
ZKＰ020502 新宿御苑における発生材の循環的運用 野川 裕史 長嶺 利樹 中島 美野子
ZKＰ020503 発電所構内における緑化コンクリートの適用事例 岸 直人 小林 正
ZKＰ020504 街路樹のライフサイクルコスト算出方法の検討 渡部 桂 福成 敬三 藤原 宣夫
ZKＰ020505 街路樹と道路占用物の競合実態とその解消方法に関する研究 櫻井裕美 勝野 武彦 藤崎 健一郎
ZKＰ020506 踏圧によって裸地化した都市近郊コナラニ次林林床植生の復元ポテンシャル 根本 淳 中島 敦司 中尾 史郎 山田 宏之 養父 志乃夫
ZKＰ020507 ビオトープ創出による動物の誘致効果に関する事例報告 小木曽 裕 山本 幹雄 石田 晶 佐藤 忠継 根本 淳 逸見 一郎 須田 真一 福永 翼
ZKＰ020508 都市部におけるビオトープネットワーク形成手法の検討 石田 晶 平井 勝 逸見 一郎 裏戸 秀幸
ZKＰ020509 学園広場空間における学生利用の特徴 川島 圭司 岩井 透江 郡司 敏幸 佐々木 歩美 中村 直子 松島 裕紀 金子 聡 須崎 裕一 涌井 史郎 飯島 健太郎
ZKＰ020510 スケートポード遊びの場とプレイヤーの意識に関する研究 小原 基照 葉山 嘉一
ZKＰ020511 オープンガーデンの開催における茶菓の提供 相田 明
ZKＰ020512 自然環境教育のための展示空間計画について 国営讃岐まんのう公園自然生態園を事例として 山田 和司 佐俣 知義 桐山 昇一


