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第 52 回土木計画学研究発表会 
52nd Conference on Infrastructure Planning and Management 2015 

 

1. 実施期日：2015 年 11 月 21 日(土) 〜 11 月 23 日(月･祝) の 3 日間 
 

2. 実施場所：秋田大学 手形キャンパス（秋田市手形学園町 1 番 1 号） 

 

3. 主催：土木学会（土木計画学研究委員会） 
 

4. 全体スケジュール 
 

 

  

第1日 第2日 第3日
11月21日(土) 11月22日(日) 11月23日(月･祝)

8:00 受付開始 8:00 受付開始

9:00 9:00
口頭発表 口頭発表

9:30 受付開始 セッション セッション
Ⅴ Ⅶ

（90min） （90min）
10:30 10:30

10:45 10:45 10:45
口頭発表 口頭発表
セッション ポスターセッション セッション

Ⅰ （45min×2） Ⅷ
（90min） （90min）

12:15 12:15 12:15

13:15 13:15 13:15
口頭発表 口頭発表 口頭発表
セッション セッション セッション

Ⅱ Ⅵ Ⅸ
（90min） （90min） （90min）

14:45 14:45 14:45

15:00 15:00
口頭発表 口頭発表
セッション 15:30 セッション

Ⅲ Ⅹ
（90min） 土木計画学研究委員会報告 （90min）

16:30 16:30
招待講演

16:45
口頭発表 特別講演
セッション

Ⅳ
（90min） 18:00

18:15

19:00

懇親会
（ホテルメトロポリタン秋田）

21:00
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5. 行事概要 
(1) 講演・委員会報告 
  会場：60 周年記念ホール（教育文化 3 号館） 

  11 月 22 日(日) 

   15：30 〜 18：00 土木計画学研究委員会報告 

   招待講演 

「巨大災害時のガソリン不足に対する戦略とその社会経済評価： 

東日本大震災における実証分析」 

     赤松隆氏(東北大学)、大澤実氏、⻑江剛志氏、山⼝裕通氏 

   「公的討議の規範的評価の意義と課題」 

     羽鳥剛史氏(愛媛大学) 

   特別講演 

   「美酒王国秋田の酒造り」 

     小玉 真一郎 氏（小玉醸造 代表取締役社⻑） 

 

(2) 口頭発表セッション 
  会場：一般教育 1 号館、2 号館 

   11 月 21 日(土) 〜 23 日(月･祝) に 95 セッション、285 編。 

 

(3) ポスターセッション 
  会場：一般教育 1 号館 3F・4F 

   11 月 22 日(日) 10：45 〜 12：15 に 2 セッション、54 編。 

 

(4) 第 10 回土木計画学公共政策デザインコンペ優秀作品展示 
  会場：一般教育 1 号館 1F を予定 

   11 月 21 日(土) 〜 23 日(月･祝) 

 

(5) 懇親会 
  会場：ホテルメトロポリタン秋田（秋田市中通 7 丁目 2 番 1 号） 

   11 月 22 日(日) 19：00〜21：00 

 参加費：5,000 円（事前受付）、6,000 円（当日受付） 

 ※学会受付または懇親会会場受付にてお支払いください。 

移動手段：秋田大学から懇親会会場までは無料の貸切バスを運行いたします。 

     なお、懇親会会場は JR 秋田駅近くのため、帰りのバスは運行いたしません。 
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6. 会場配置図 
(1) 全体図（秋田大学手形キャンパス キャンパスマップ） 
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(2) 会場配置図 
一般教育 1 号館（発表会場､ポスターセッション､会議室 F,G､受付､休憩室､開催校本部） 
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一般教育 2 号館（発表会場１〜6） 
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60 周年記念ホール・教育文化 3 号館（委員会報告、招待講演、特別講演） 

 

 

理工学部 1 号館（会議室 A, B, C, D, E） 
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※ 会議室 A・B・C へは、入⼝すぐのエレベーターもしくは入⼝左手側奥にある階段で 2 階
までお上がりください。 

※ 会議室 D・E は、入⼝すぐのエレベーターもしくは入⼝左手側奥にある階段で 3 階までお
上がりいただき、建物沿いに奥まで進んでください。 
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総合研究棟（会議室 H） 

 

※ 会議室 H は、発表会場から非常に離れた建物(総合研究棟)にございます。会場の都合上、
時間帯によってはこちらの会議室の利用をお願いしております。 

※ 会議室 D~H は机の配置がスクール形式となっております(一部では机の移動は可)。 
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7. 発表要領 
(1) 口頭発表セッションについて 

� 発表者は各セッション開始時刻の 15 分前までに各会場に集合し、司会者と打ち合わ
せて下さい。 

� １論文あたりの発表時間は 12 分が標準です。質疑の時間、順序等は、司会者の指示
に従って下さい。 

� 発表には液晶プロジェクターを利用します。開催校では、液晶プロジェクターと接
続ケーブルを用意します。ノートパソコンは発表者に持参していただき、ご自身の
責任で接続していただきます。 

� 聴講者用にレジュメを 40 部程度持参し、各会場にて配布して下さい。 

 

 

(2) ポスターセッションについて 
� 1 発表で使用できるスペースは、A0 縦（幅 841mm×縦 1,189mm）を保証します。

ポスターの上部に、発表タイトル・著者名(連名者を含む全員)・所属を明記して下さ
い。文字の大きさ、色等は自由です。また、上記の１発表あたりスペースに収まれ
ば、ポスターの枚数、大きさは問いません。 

� ポスターの固定は、画鋲によることを基本とします(画鋲は開催校が用意します)が、
発表者の責任で、フレーム・フック等を利用しても構いません。 

� パネルの近傍には、資料等を置くためのテーブルはありません。 

 

� 当日のスケジュール 

� 9:00〜10:30  ポスター掲示（作業時間） 

会場内の所定のパネルに発表者が掲示。 

(パネルにはポスター発表番号を掲示してあります) 

※空間的な余裕を持って、ポスターの閲覧・討議をしていた
だくためにポスターの掲示位置は変則的なものとなって
おります。次ページの図を参照してください。 

※一般教育 1 号館 3F でコアタイム前半、4F でコアタイム後
半を実施する予定でしたが、変更しました。 

 

� 10:45〜12:15 ポスターセッション 

（10:45〜11:30） P1~P28 のコアタイム 

（11:30〜12:15） P29〜P54 のコアタイム 

※コアタイム中は、必ずポスターの前に居て下さい。発表者
がいるかどうかを学術小委員会がチェックします。 

 

� 12:15〜12:45 ポスター撤去 

発表者の責任で撤去して下さい。12:45 の時点で残ってい
るポスターは開催校が廃棄します。 
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8. 会場アクセス 
(1) JR 秋田駅からのアクセス 
■ 徒歩によるアクセス 
 JR 秋田駅東⼝から約 270m を直進し、タイムズレンタカーのある交差点を左折、約 1km

を直進すると、秋田大学正門となります。また、秋田駅⻄⼝方⾯(秋田ビューホテル、コンフ
ォートホテル､ドーミーイン秋田､秋田キャッスルホテルなど)からは、手形陸橋経由の経路も
ご利用いただけます。 

 

 

■ バス(秋田中央交通)によるアクセス 
 秋田駅⻄⼝バスターミナル(⻄口 12 番)から「手形山経由大学病院線」に乗車し、「秋田大学
前」で下車してください(約 6 分：190 円)。なお、Suica などの IC カードはご利用いただけ
ません。 
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バス時刻表（土日祝ダイヤ） 
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■ 自家用車のご利用について 
 会期中、大学内の駐車場を開放する予定です。駐車台数に限りはございますが、駐車場を
ご利用いただけます。ただし、会期中は降雪の可能性がありますので、運転にはご注意くだ
さい。なお、秋田大学の最寄りの IC は秋田自動車道・秋田中央 IC となります。 

 

(2) 秋田空港からのアクセス 
■ 秋田空港リムジンバス(秋田中央交通)によるアクセス 
 リムジンバスは座席の予約なしでご乗車いただけます。また、秋田空港発着の各便に接続
する形式での運行となります。時刻表は秋田中央交通ウェブサイト(http://www.akita-chuou

kotsu.co.jp/rimzin.html)をご参照ください。 

・リムジンバスによる所要時間・運賃 
  秋田空港〜秋田駅⻄⼝（約 35 分・930 円）〜県庁・市役所前（約 45 分・930 円） 

 ※秋田駅⻄⼝バスターミナルの乗り場は「⻄口 1 番」になります。 

 ※ANA409 便(羽田発)に接続するリムジンバスは秋田駅⻄⼝着と東⼝着のものがあります。 
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■ タクシーによるアクセス 
 秋田空港から JR 秋田駅までの概算料金は以下の通りとなります。 

秋田空港 〜 JR 秋田駅：6,230 円（小型車）｜ 7,500 円（中型車）(秋田空港ウェブサイトより) 

 

(3) 秋田市へのアクセス 
■ 東京から 
 航空機(JAL・ANA) 羽田空港 〜 秋田空港（1 時間 5 分｜9 往復/日） 

 秋田新幹線「こまち」 東 京 駅 〜 秋 田 駅（約 4 時間） 

■ 札幌から 
 航空機(JAL・ANA) 新千歳空港 〜 秋田空港（1 時間 5 分｜4 往復/日） 

■ 名古屋から 
 航空機(ANA)  中部国際空港 〜 秋田空港（1 時間 20 分｜2 往復/日） 

■ 大阪から 
 航空機(JAL・ANA) 伊丹空港 〜 秋田空港（1 時間 30 分｜6 往復/日） 

※大阪より⻄の地域へは秋田空港からの直航便は運航しておりません。 

 

(4) タクシーのご利用について 
 秋田市内で運行している主要なタクシー会社と連絡先は下記となります。 

 秋田合同タクシー (018) 864-1227 

 あさひ自動車  (018) 834-5555 

 キングタクシー  (018) 862-6677 

 国際タクシー  (018) 833-5931 
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9. その他 
(1) 昼食 
 会期中の昼食は大学生協をご利用ください。なお、22・23 日については、研究発表会のた
めに特別に営業しております。ぜひご利用ください。 

 

■ 食堂 
 11 月 21 日(土)： 11：30 〜 13：30（通常営業） 

 11 月 22 日(日)： 11：30 〜 13：30（特別営業） 

 11 月 23 日(月)： 11：30 〜 13：30（特別営業） 

 ※ 22・23 日はセットメニュー限定の営業となります。 

 

■ 売店 
 11 月 21 日(土)： 11：30 〜 14：00（通常営業） 

 ※ 22・23 日は休業となります。 

 

(2) 宿泊対応 
 開催校では斡旋をいたしません。参加者ご自身でのご予約をお願いいたします。 

 

(3) リスク対応 
 地震や台風等の災害などにより、開催が危ぶまれる場合には開催校ウェブサイト（http://

www.gipc.akita-u.ac.jp/~hwe/ip52/）もしくはツイッター（@ip_akita｜https://twitter.com/

ip_akita）にて、案内をいたします。 

 なお、会場で火災や地震などに遭遇した場合は、避難経路図を参考に最寄りの避難場所に
避難・参集してください。 

 

(4) 大学構内での喫煙 
 秋田大学では所定の喫煙所を除き、構内は禁煙となっております。喫煙所のご利用をお願
いいたします。また、大学周辺の住⺠の方の迷惑となりますので、大学周辺での喫煙はご遠
慮ください。 

 

(5) ネットワーク(無線 LAN)の利用について 
 会期中、会場内(会議室の一部は除く)では無線 LAN によるインターネット接続がご利用い
ただける予定です。接続方法や注意事項については、会期中に受付でご案内いたします。ま
た、セキュリティ上の観点からご利用いただく方にはご所属・ご氏名の記入をお願いいたし
ます。 

 

(6) 会期中の緊急連絡先 

 特設電話：(070) 1589 – 8716 

 E-mail：ip52-akita@gmail.com 
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(7) 会期中の会議室予約状況 
 会期中、委員会や研究会などでご利用いただける会議室を用意しております。現在の予約
状況は以下の通りとなっております(11 月 18 日現在)。なお、会議室 D〜H は机の配置がスク
ール形式となっております(一部では机の移動は可)。 

■ 会議室 A（理工学部 1 号館第 1 会議室｜23 日 15：00 以降は利用不可） 
11 月 21 日(土) 
 09：15〜10：45 土木計画学研究委員会及び学術小委員会執行部 

 12：00〜13：15 土木計画学研究委員会学術小委員会 

11 月 22 日(日) 
 11：30〜13：30 土木計画学研究委員会 

11 月 23 日(月･祝) 
 12：15〜13：05 土木学会論文集編集委員会 D3 編集委員会 

■ 会議室 B（理工学部１号館第 2 会議室｜23 日 15：00 以降は利用不可） 
11 月 22 日(日) 
 10：45〜12：15 春大会運営委員会 

■ 会議室 C（理工学部 1 号館土木ゼミ室） 
11 月 22 日(日) 
 10：45〜12：15 少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり研究小委員会 

 13：00〜15：00 災害時空港運用研究会 

11 月 23 日(月) 
 10：45〜12：30 国総研勉強会 

■ 会議室 D（理工学部 1 号館 C317） 
11 月 22 日(日) 
 11：00〜13：00 減災計画研究小委員会 

■ 会議室 E（理工学部 1 号館 C319） 
11 月 21 日(土) 
 18：20〜20：00 自転車政策研究小委員会 

11 月 22 日(日) 
 10：45〜12：15 移動権の考え方に基づく移動環境の整備・評価に関する研究小委員会 

 13：00〜15：00 地方創生と若者生活研究小委員会 

■ 会議室 F（一般教育 1 号館 303｜21 日 18：30 以降、22 日 9：00〜14：00 は利用不可） 
11 月 21 日(土) 
 09：00〜10：30 都市間旅客交通研究小委員会 

 13：15〜14：45 共同研究打ち合わせ 

 16：45〜18：30 健康まちづくり研究小委員会 

11 月 22 日(日) 
 15：00〜16：30 地域のおでかけ交通のあり方研究会 

11 月 23 日(月･祝) 
 09：00〜10：30 EASTS ISC 事務局 

■ 会議室 G（一般教育 1 号館 403｜21 日 18：30 以降、22 日 9：00〜14：00 は利用不可） 
11 月 23 日(月･祝) 
 09：15〜10：45 選択モデルについての打ち合わせ 

■ 会議室 H（総合研究棟 1F｜22 日 9：00〜14：00 のみ利用可） 

 予約なし 


