
平成１６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１６年１０月３日(日)

□会場
武蔵野市スイングホール

 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

ZK040101 「白楽住宅地」における付加価値形成手法にみる要因分析 久保田 貴志 阿部 伸太
ZK040102 山形県庄内地方の地主庭園の成立における社会政策的側面に関する研究 齋藤 裕幸 服部 勉 進士 五十八
ZK040103 横浜旧居留地における山手公園の変遷に関する研究 白藤 耕平 吉田 博宣
ZK040104 日比谷公園開園時における二・三の石造施設の建設技術 丹羽 桂太郎 小林 章
ZK040105 近代造園遺産に関する研究（１） 近代造園遺産の評価の視点 鈴木 誠
ZK040106 近代造園遺産に関する研究（２） 近代の公園の遺産的評価をめぐって 平澤 毅
ZK040107 近代造園遺産に関する研究（３） 近代の庭園の遺産的評価をめぐって 服部 勉
ZK040108 近代造園遺産に関する研究（４） 近代の庭園に関する近代の文献 粟野 隆
ZK040109 佐倉市における市民文化遺産について 秋山 寛 林 洋一郎
ZK040110 探鳥地としての山中湖の歴史 山本 清龍 小野 俊彦 本郷 哲郎
ZK040111 日本・韓国における公園・緑地に関わる研究動向の鴎比較に関する研究 藤田 直子 鄭 秀珍 熊谷 洋一 下村 彰男

ZK040112
東京農業大学地域環境科学部造園科学科{こおける教育の目標と自己点検・評価・改善へ
の取り組み

麻生 恵 小林 章

第Ⅱ会場
ZK040201 落葉敷均し区から出芽した木本類の成長動態 宮本 美咲 岩田 朋子 守屋 光子 吉田 博宣 勝野 武彦
ZK040202 落葉層から出芽したコナラ実生の初期成長過程 岩田 朋子 宮本 美咲 守屋 光子 吉田 博宣 勝野 武彦
ZK040203 皮膚蒸散量測定装置を利用した樹種間ならびに葉の表裏による蒸散速度の比較 舘 あゆみ 山内 文恵 藤崎 健一郎 勝野 武彦
ZK040204 絶滅危惧植物フジバカマの種子発芽特性および埋土種子集団の形成可能性に関する研究 本田 裕紀郎 伊藤 浩二 加藤 和弘
ZK040205 放棄水田及び畦畔における外来植物の分布状況 利根川流域の事例 井手 任 楠本 良延 大黒 俊哉 井本 郁子 能勢 かおり
ZK040206 切花を用いた室内汚染物質の除去効果について 高泉 明日香 水庭 千鶴子 近藤 三雄

ZK040207
つくば研究学園都市におけるシラカシの遺伝的多様性に関する分析と緑化用植物としての
生産・流通経路の把握

矢野 初美 芝池 博幸 井手 任

ZK040208 鎌倉市におけるタイワンリスの分布特性および被害に関する研究 葉山 嘉一 吉田 博宣
ZK040209 東京都区部の気温と緑被率の関係について 山ロ 隆子 安藤 晴夫 横山 仁 石井 康一郎 成田 健一 三上 岳彦
ZK040210 短歌・俳句に表現される自然観・景観のクオリアの概念による考察 出店 暁美 黒川 敦 谷本 都栄 福岡 孝純
ZK040211 動物園の再整備計画について 羽村市動物公園を事例として 小林 和博 葉山 嘉一
ZK040212 ガーデニングショーにおける垣根技術の分類 内田 均 児玉 和香奈

第Ⅲ会場
ZK040301 防災に資する公園の震災時被災度評価に関する研究 矢藤 昭憲 蓑茂 寿太郎
ZK040302 大濠公園周辺マンションの分析による公園の経済価値の研究 金城 菜穂 蓑茂 寿太郎
ZK040303 マンションの屋上やペランタを緑化したことによる経済的価値評価について 土屋 晃子 近藤 三雄
ZK040304 看護師からみた病院のみどりの評価について 高橋 容子 近藤 三雄
ZK040305 団地建替事業における住民参加の森づくり 多摩平団地(東プロック)を事例として 小島 和紀 橋本 隆司 秋山 寛 石井 園美
ZK040306 板橋・サンシティ緑計画30年の展開とその緑化運動論的意味 長谷川 素子 服部 勉 進士 五十八

ZK040307
東京ガス環境エネルギー館　屋上ピオトープにおける外部(産・官・学・民)との連携につ
いて

嶋野 弥名子 赤松 良彦

ZK040308 日常的に活用される公園づくり 古河総合公園のパケパクサロンの試み 岩堀 康幸 菅 博嗣
ZK040309 既存樹木を利活用した建替団地の緑の居住者意識に関する研究 小木曽 裕
ZK040310 緑のまちづくり武蔵野方式 榎本 薫 秋山 寛
ZK040311 都市自治体の緑環境関連プロジェクトの成果と今後の方向 市域面積11平方キロ，人口13万人，緑被率24.4％の武蔵野市から－D165 田畑 貞寿 牧野 桂子

第Ⅳ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ040401 武蔵野市樹木管理市民研究会の取り組み 共に学ぶ啓発活動へ 秋山 寛 牧野 桂子
ZKＰ040402 「2本の大木を残す」吉祥寺西公園づくり 秋山 寛 行広 裕子 大橋 加菜
ZKＰ040403 足立区方式区民主導型の公園活用 駒田 健太郎 内藤 義晴 赤時 孝明 渡部 正幸
ZKＰ040404 集合住宅におけるコミュニティガーデンの取り組みについて 建替団地「コンフォール藤沢」の事例報告 高橋 三奈子 石井 ちはる 都市再生機構神奈川地域支社
ZKＰ040405 市街地建替住宅に伴う屋上緑化と居住者の意識について 橋本 文恵 勝野 武彦
ZKＰ040406 都市自治体における緑のネットワーク事業の変遷 武蔵野市の緑事業50年 田畑 貞寿 秋山 寛 牧野 桂子
ZKＰ040407 第4期武蔵野市緑化環境市民委員会の取り組み 秋山 寛 牧野 桂子
ZKＰ040408 官学協同事業による運動公園の建設1こついて 中央工学校における造園施工実習の試み 永井 淳一 大古 敦子
ZKＰ040409 高齢者むけ園芸セラピープログラムの設計・運営に関する考察 多田 充
ZKＰ040410 夏期の緑陰の快適性に関する研究 多田 充 藤井 英二郎 中山 敬一 今 久 松岡 延浩
ZKＰ040411 ハマボウフウ(Glehnia littoralias )の緑化資材への応用 小峰 正之 勝野 武彦


