
農村計画学会 2016 年度秋期大会学術研究発表会プログラム 
 

１題あたり 20 分（発表 14 分、質疑 5 分、発表者入替 1 分） 
総合討論 20 分（各セッション） 

 第１日 １２月３日（土） 
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13:00 
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14:45 

 
 
 

18:15 
18:30 

 

第１会場（北海道大学 農学部1階 N11教室） 第２会場（北海道大学 農学部2階 N21教室）

開会挨拶（会長：星野 敏、場所：農学部1階 N11教室）

〈Ａ：条件不利の克服に向けて〉 
コーディネーター：上野裕士（(株)内外エンジニアリング）

  1. 地表排水性が著しく劣る水田の田面起伏特性とその改良策 
 鈴木翔（農研機構 農村工学研究部門）       他1名 
  2. 除染に向けた土壌仮置場の用地選定プロセス 
 亀岡和雅（岩手大学）              他1名 
  3. 津波浸水域の土地利用履歴にもとづく土地活用の方向性 
 栗田英治（農研機構 農村工学研究部門）      他2名 
  ◎総合討論 
 

〈Ｆ：農村と新規居住者〉 
コーディネーター：広田純一（岩手大学農学部） 

  1. カンボジア国における日本国への外国人技能実習生送出し 
 軍司聖詞（早稲田大学）           他1名 
  2. 農山村に移住した若者が描く生活像に関する一考察 
 柴崎浩平（神戸大学）            他1名 
  3. 新規参入者の農地確保における仲介者の役割 
 包薩日娜（明治大学）            他1名 
  ◎総合討論 
 

〈Ｂ：津波被災からの道のり〉 
コーディネーター：三宅 諭（岩手大学農学部）

  1. 東日本大震災における津波被災集落の漁業実態変容と復興課題 
 斎尾直子（東京工業大学）            他1名 
  2. 東日本大震災津波被災地での農業復興状況とその過程における農家の判断

に影響を与えた要因 
 落合基継（京都大学） 
  3. 津波被災農地の再生と集落営農の構築 
 服部俊宏（明治大学）              他1名 
  ◎総合討論 
 

〈Ｇ：新しい農業と担い手に向けた動き〉 
コーディネーター：重岡 徹（農研機構 農村工学研究部門） 

  1. The Reality of Rural Communities Revealed in a Rural Development Project 
 Kako INOUE（University of Miyazaki）    他3名 
  2. イタリア社会的農業の協働ネットワーク 
 中野美季（東京大学）            他1名 
  3. 大都市郊外で活動する「市民農」集団の研究 
 小池 聡（名城大学） 
  ◎総合討論 
 

昼食休憩 

特別セッション（場所：北海道大学 農学部4階 大講堂）「フロンティアシリーズを語る2016」 

 
 秋期シンポジウム（場所：北海道大学 農学部4階 大講堂） 
 テーマ：ツーリズムと農村 
 

 交流会（北海道大学 クラーク会館2階 大集会室） 



 第２日 １２月４日（日） 
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15:50 
 

第１会場（北海道大学 農学部1階 N11教室） 第２会場（北海道大学 農学部2階 N21教室）

〈Ｃ：農村での暮らし～移動に着目して〉 
コーディネーター：斎尾直子（東京工業大学）

  1. 生活行為別にみた訪問先の競合・補完関係分析 
 能美 誠（鳥取大学） 
  2. 島根県浜田市における買い物環境の実態調査と課題 
 藤居由香（島根県立大学） 
  3. 移動販売サービスによる買い物環境の改善効果に関する研究 
 土屋 哲（鳥取大学）               他2名 
  ◎総合討論 

〈Ｈ：住民の地域資源に対する意識〉 
コーディネーター：廣瀬裕一（農研機構 西日本農業研究センター） 

  1. 奥州市胆沢区におけるエグネ景観の保全に関する住民意識 
 呉 陽（岩手大学）              他1名 
  2. 砂漠化対処が地域住民の生態系サービスへの認識に与える影響 
 曹 鵬（東京大学）              他2名 
  3. 「道の駅」における住民利用の実態と設立プロセスに関する考察 
 岡部義諒（三井共同建設コンサルタント株式会社）他2名 
  ◎総合討論 

特別セッション（場所：北海道大学 農学部4階 大講堂）「会員のネットワーク強化を目指して」 

昼食休憩 

〈Ｄ：農村地域への施策導入と評価〉 
コーディネーター：能美 誠（鳥取大学）

  1. The Possibility of Japanese Households' Acceptance of Power Outages as an
Incentive 

 Abdur Rohman（Tokyo University of Agriculture and Technology）
 他1名 
  2. 民間の支援手法による環境保全の検討 
 野村久子（九州大学）               他3名 
  3. 農地水施策における住民による水路等補修活動の評価 
 遠藤和子（農研機構 農村工学研究部門） 
  ◎総合討論 

〈Ｉ：農村の地域性を考える〉 
コーディネーター：一ノ瀬友博（慶應義塾大学） 

  1. 群馬県甘楽町那須集落の高生垣の特徴 
 大澤啓志（日本大学） 
  2. ドローン空撮映像を用いた農村景観の視点高ごとの印象評価 
 稲田達彦（京都大学）             他3名 
  3. 行政と地域コミュニティの役割分担における領域マネジメントの地域性 
 役重眞喜子（岩手大学）            他1名 
  ◎総合討論 

〈Ｅ：野生生物との上手なつきあい方〉 
コーディネーター：山端直人（三重県農業研究所）

  1. 滋賀県甲賀市における集落ぐるみの獣害対策に関する住民の認知パターン
とその影響要因 

 東口阿希子（京都大学）              他3名 
  2. 野生動物の人里への誘引防止を意図したリンゴ廃果の養豚飼料としての利

用可能性の評価 
 中村有希（岩手大学）               他1名 
  3. コウノトリ野生復帰事業による放鳥後10年間にみられる農業者・非農業者

の意識 
 本田裕子（大正大学） 
  ◎総合討論 

〈Ｊ：資源利用とそのための組織論〉 
コーディネーター：北澤大佑（(一社)地域環境資源センター） 

  1. グリーン・ツーリズムの持続的な運営に向けた関係組織の特性分析 
 鬼山るい（東京農工大学）           他1名 
  2. フットパスによる地域づくりへの住民の巻き込みと参加に関する研究 
 山道未貴（熊本県立大学）           他1名 
  3. 地域資源を活用したむらづくりにおける活動の階層性 
 西澤栄一郎（法政大学）            他2名 
  ◎総合討論 

閉会挨拶（会長：星野 敏、場所：農学部1階 N11教室）


