【 都市計画Ａ室（１題 7 分：発表 5 分，質疑 2 分）Ｋ号館 2 階201教室 】
▲

９：００〜９：５１−−−−−−−−−−−GR：西

英子，司会：浜田由美

701 津城下町における藤堂高虎の設計技法
−近世城下町の設計原理に関する研究 その52−

○山野謙太（西日本工業大学）
高見敞志・永田隆昌・松永
宇土

702 聚楽第の設計技法
−近世城下町の設計原理に関する研究 その53−

○宇土

703 城郭城下町における主要施設の配置技法の変化
−近世城下町の設計原理に関する研究 その54−

○高見敞志（西日本工業大学）
永田隆昌・松永達・宇土 徹（281）
山野謙太

704 近代佐賀城内における宅地化の変遷

○石元宏明（佐賀大学）
渕上貴由樹・後藤隆太郎・丹羽和彦（285）

705 近代鹿児島における郊外住宅地の形成
−天保山町を事例として−

○福元美紗（鹿児島大学）

706 旧都市計画法による鹿児島公園計画に関する研究
−計画地の選定手法について−

○布田周作（鹿児島大学）

707 近代都市の形成過程に作用する宗教施設の動き
−奈良県天理市を事例として−

○山口正弘（佐賀大学）
渕上貴由樹・後藤隆太郎・丹羽和彦（297）

達（273）
徹

徹（西日本工業大学）
高見敞志・永田隆昌・松永 達（277）
山野謙太

木方十根（289）
木方十根（293）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１０：０１〜１０：５２−−−−−−−−−−−GR：高見敞志，司会：山野謙太

708 鹿児島県下の戦災復興都市計画における広場に関する
研究

○岩元俊輔（鹿児島大学）

709 都市計画区域の制定にみる草創期の鹿児島都市計画の
課題

○岸本友恵（鹿児島大学）

710 公共公益施設に着目した明治以降の中心市街地の変遷
−熊本市の市街地形成に果たした公共施設・公共施設
用地の役割に関する研究−

○野上誠一（熊本大学）

711 都市における祭礼空間の研究
−熊本県下の造り物祭礼について−

○平島吉浩（熊本大学大学院）
桂

712 北九州市若松区における近代化遺産の現状および課題
に関する研究

○白石美希（北九州市立大学）

713 九州・福岡における近代化産業遺産に関する基礎的研
究
−「近代化遺産総合調査報告書」から見るその定義と
特徴−

○市原猛志（九州大学大学院）
趙

714 地方都市における連続立体交差事業の変遷に関する研
究
−北九州市折尾駅をケーススタディとして−

○岡本達也（北九州市立大学）
赤川貴雄（325）

木方十根（301）
木方十根（305）
両角光男（309）

英昭（313）
（317）

世晨
（321）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１１：０２〜１１：５３−−−−−−−−−−−GR：安山宣之，司会：清野正司

715 「萩まちじゅう博物館」における文化遺産マネジメント
に関する研究 その6
−商家町浜崎におけるサテライト整備の実践と課題−

○村上佳代（九州大学）

716 「萩まちじゅう博物館」における文化遺産マネジメント
に関する研究 その7
−「まち博」構想に基づく世界文化遺産暫定一覧表へ
の追加に向けた取組み−

○村上佳代（九州大学）
中尾明日美・西山徳明
（333）

717 持続的な居住の視点からみた観光マネジメントに関す
る研究
−ハワイ州ラハイナを事例として−

○長野麻里子（九州大学）
赤星眞弓・八百板季穂・麻生美希（337）
西山徳明

718 八女福島における空き家活用に関する研究 その2
−管理委託方式による修理・活用事例の報告−

○加藤浩司（有明工業高等専門学校）
中島宏典（341）

719 わが町の風景が見える場所に関する研究
−大分県臼杵市旧城下町を事例として−

○浜田由美（熊本県立大学）

720 岐阜県・白川村荻町地区における文化遺産マネジメン
トに関する研究 その8
−コミュニティの拡大がもたらす景観変容について−

○佐藤睦美（九州大学）
麻生美希・西山徳明（349）

721 伝建地区における接道義務緩和に向けた代替措置の検
討
−敷地単位のニ方向避難に着目して−

○森田智暁（佐賀大学）

西山徳明（329）

西

英子（345）

三島伸雄（353）

ＧＲによる総括（２分）を含む
（１２：５０〜１３：２０） 九州支部研究者集会

Ｊ号館１１階１１０１教室

▲

１３：３０〜１４：２１−−−−−−−−−−−GR：三島伸雄，司会：森田智暁

722 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その1
−文化的景観の保存における調査及び計画手法−

○松本将一郎（九州大学）
麻生美希・柿原芳章・山口友恵（357）
中之丸諭志・大森洋子・柿原徳明

723 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その2
−土地利用の変遷からみる文化的景観の分析−

○松本将一郎（九州大学）
麻生美樹・柿原芳章・山口知恵（361）
西山徳明

724 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その3
−文化的景観を構成する工作物の特性−

○麻生美希（九州大学）
松本将一郎・柿原芳章・山口知恵（365）
西山徳明

725 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その4
−文化的景観を構成する樹木の特性−

○柿原芳章（九州大学）
麻生美希・松本将一郎・山口知恵（369）
西山徳

726 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その5
−皿山の文化的景観の特性−

○大森洋子（久留米工業大学）
中之丸諭志（373）

727 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その6
−生業の持続と文化的景観の形成−

○山口知恵（九州大学）
西山徳明・麻生美希・松本将一郎（377）
柿原芳章

728 日田市「小鹿田焼の里」文化的景観の保存計画に関す
る研究 その7
−文化的景観を資源とした観光活動−

○中之丸諭志（久留米工業大学）
大森洋子（381）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１４：３１〜１５：２２−−−−−−−−−−−GR：小林祐司，司会：永冨太一

729 フィジー諸島共和国旧首都レブカの町並みに関する研
究 その7
−ステークホルダーから見た遺産保全活動の取り組み−

○窪崎喜方（九州大学）
八百板季穂・西山徳明（385）

730 フィジー諸島共和国旧首都レブカの町並みに関する研
究 その8
−町並みの形成−

○八百板季穂（九州大学）
窪崎喜方・西山徳明（389）

731 フィジー諸島共和国旧首都レブカの町並みに関する研
究 その9
−植民地時代の建築の現状と復元的考察−

○成田聖（九州大学）

732 中国におけるハイテク産業集積地域に関する研究
−国家高新技術産業開発区と母都市の関係性に関する
統計的な考察−

○王

東揚（鹿児島大学）

733 台湾における道教廟の地域福祉力に関する研究
−新竹県新豊郷鳳蓮宮における一日観察調査を中心に
−

○呂

幸蓉（熊本大学）

734 ノーフォーク市の歴史的建築物に基づくタウントレイル
に関する調査研究

○益田大輔（北九州市立大学）
福田展淳（405）

735 遺産観光地ハワイ州ラハイナにおける景観の形成に関
する研究

○赤星眞弓（九州大学）
長野麻里子・八百板季穂・麻生美希（409）
西山徳明

西山徳明（393）

木方十根（397）

鳥飼香代子（401）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１５：３２〜１６：２３−−−−−−−−−−−GR：西山徳明，司会：窪崎喜方

736 韓国における開発制限区域の解除による土地利用の変
化

○柳

基憲（九州大学）

737 大学キャンパス跡地の土地利用及び周辺地域の変遷に
関する研究

○東江真人（九州大学）
出口敦・坂井 猛・鶴崎直樹（417）

738 森林資源の持続的保全に関する研究
−（その1）遠賀川流域における森林の量的把握と木材
の流通状況−

○山本弘樹（近畿大学）

739 森林資源の持続的保全に関する研究
−（その2）田川市における森林の有効活用−

○野村

衛（近畿大学）

趙

世晨（413）

依田浩敏（421）

依田浩敏（425）

740 主要幹線道路における準工業地域の土地利用特性に関
する研究（その1）
−容積率充足による路線の特徴把握−

○永冨太一（大分大学）
幸健太郎・才木 淳・進 正人（429）
小林祐司・佐藤誠治

741 主要幹線道路における準工業地域の土地利用特性に関
する研究（その2）
−建物用途構成比および隣接用途地域による路線の特
徴把握−

○進

742 集中性から見た地方中小都市の都市構造に関する研究

○福原章夫（九州大学）

正人（大分大学）
永冨太一・幸健太郎・才木 淳
小林祐司・佐藤誠治（433）

趙

世晨（437）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１６：３３〜１７：２４−−−−−−−−−−−GR：趙

世晨，司会：福原章夫

743 GISを用いた北九州市土地の総合利用に関する研究
−その1北九州市土地利用の年変遷−

○宋

華（北九州市立大学）
官 冬杰・深堀秀敏・渡利和之（441）
高 偉俊

744 GISを用いた北九州市土地の総合利用に関する研究
−その2北九州市土地の年変動的な評価及び将来の予測
−

○官

冬杰（北九州市立大学）
宋
華・深堀秀敏・渡利和之（445）
高 偉俊

745 大分都市計画区域における準工業地域の土地利用特性
に関する研究（その1）
−大分都市計画区域の現況と大規模小売店舗立地状況
−

○幸健太郎（大分大学）
永冨太一・才木 淳・進 正人
小林祐司・佐藤誠治（449）

746 大分都市計画区域における準工業地域の土地利用特性
に関する研究（その2）
−準工業地域の土地利用及び建物用途分布状況につい
て−

○小林祐司（大分大学）
永冨太一・幸健太郎・才木 淳
進 正人・佐藤誠治（453）

747 大分都市計画区域における準工業地域の土地利用特性
に関する研究（その3）
−土地利用構成比による準工業地域の類型化−

○小林祐司（大分大学）
永冨太一・幸健太郎・才木 淳（457）
進 正人・佐藤誠治

748 大分都市計画区域における準工業地域の土地利用特性
に関する研究（その4）
−建物分布構成比による準工業地域の類型化−

○才木淳（大分大学）
永冨太一・健太郎・進 正人（461）
小林祐司・佐藤誠治

749 瀬戸内海沿岸域における資源涵養と漁港施設の立地に
関するマクロ的な考察（その２）

○中澤公伯（日本大学）
三井和男・宮崎隆昌・末永慶寛（465）
星野高士・菅 雅幸・平居孝之

ＧＲによる総括（２分）を含む
（研究発表会終了後） 九州支部都市計画委員会

Ｋ号館２階２０２教室

【 都市計画Ｂ室（１題 7 分：発表 5 分，質疑 2 分）Ｋ号館 3 階301教室 】
▲

９：００〜９：５１−−−−−−−−−−−GR：本間里見，司会：山崎麻佑子

750 多核都市構造における中心市街地活性化のための都市
交通戦略に関する研究
−北九州市の都市戦略およびバス交通戦略を対象とし
て−

○松下広輝（北九州市立大学）
赤川貴雄
（469）

751 都市のコンパクト化と公共交通指向開発の適合性に関
する研究
−LRTと都市規模の相関性から北九州市の都市戦略を
考える−

○隅廣泰介（北九州市立大学）
赤川貴雄
（473）

752 北九州市における鉄軌道交通体系を軸とした交通戦略
に関する研究

○新谷陽子（北九州市立大学）
赤川貴雄（477）

753 医療施設を活用した中心市街地整備に関する研究
−鹿児島市谷山における考察−

○藤川誠（鹿児島大学）

754 駅を中心とした都市のコンパクト性に関する研究
−福岡市を事例として−

○伊賀上剛史（九州大学）

755 鹿児島市谷山地区における中心市街地整備課題の考察
−副都心としての位置づけの変遷−

○大南真理子（鹿児島大学）

756 都心部における犯罪発生環境と犯罪不安感に関する研
究
−福岡市警固校区におけるケーススタディ−

○杉村一成（九州大学）

安山宣之（481）
出口

敦（485）

安山宣之（489）
有馬隆文（493）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１０：０１〜１０：５２−−−−−−−−−−−GR：坂井

猛，司会：杉村一成

757 香港の屋台・露店で賑わう街路の空間特性に関する研
究

○中牟田裕（九州大学）

758 名山町3番街区における持続的都市改修に関する基礎的
研究（1）
−街区整備の課題と分析−

○清野正司（鹿児島大学）

759 名山町3番街区における持続的都市改修に関する基礎的
研究（2）
−街区整備に向けての考察−

○山崎

760 小規模都市におけるまちの分解プロセスに関する研究
−その5 地域中心商業地区（市場地区）の機能・空間
の変化に伴う住民の生活行動と意識の変化−

○藤澤由加（熊本県立大学）
中島熙八郎・小峯

761 地方の中小都市における中心市街地に関する研究
−玉名市中心市街地に対する住民の意識−

○田尻昭久（崇城大学）
藤堂誠司・秋元一秀（513）

762 通りの公共空間構成要素の記録とその分布に関する考
察
−熊本市上乃裏地区における「通りの公共空間」整備
に関する研究−

○山崎麻佑子（熊本大学）

済（鹿児島大学）

出口

敦（497）

安山宣之（501）

安山宣之（505）

裕（509）

両角光男
（517）

763 A STUDY ON MOVING POTENTIAL IN THE
URBAN AREA BY ANALYSING THE ROAD
NETWORK
−A CASE STUDY ON THE TENJIN DISTRICT IN
FUKUOKA−

○李

卓然（九州大学）

趙

世晨
（521）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１１：０２〜１１：５３−−−−−−−−−−−GR：黒瀬重幸，司会：福島加奈

764 桜島地域の景観構造の分析と景観計画への基礎的考察

○富山晃一（鹿児島大学）

765 八代市日奈久温泉街の生活景に関する研究その2
−生活者の営みの変化について−

○松村

766 福岡市における屋台景観の印象評価に関する研究

○濱田貴広（九州大学）

767 霧島における景観形成に関する研究
−国立公園の整備と観光開発−

○中村直人（鹿児島大学）

768 柳川の舟上を視点場とした堀割シークエンス景観の特
性に関する研究

○山崎雅文（九州大学）

769 ネットワーク解析からみた視点場と視対象の特徴
−ピルナを事例として−

○河村光展（九州大学）

770 地域特性に基づいた町並み景観の修景に関する研究
−広島県廿日市市厳島神社門前町を対象として−

○岡田雄輝（九州大学）
長野麻里子・花岡拓郎・西山徳明（549）

恵（熊本県立大学）

木方十根（525）
英子（529）

西

敦（533）

出口

木方十根（537）
敦（541）

出口

世晨（545）

趙

ＧＲによる総括（２分）を含む
（１２：５０〜１３：２０） 九州支部研究者集会

Ｊ号館１１階１１０１教室

▲

１３：３０〜１４：１４−−−−−−−−−−−GR：木方十根，司会：中村直人

771 熊本市中心市街地における来街者分布変化と床利用変
化の関連分析

○原田大輔（熊本大学）
両角光男・内山

772 建物の床利用データを用いた熊本市中心市街地の通り
の特性比較とその変化

○内山

773 中心市街地における回遊性能の視覚化・定量化に関す
る研究

○有馬隆文（九州大学）

774 「回遊行動の状態」の違いが経路選択に与える影響
−都市空間における来訪者の回遊行動と空間認知に関
する研究 その9−

○上田英寿（熊本大学）
長谷川嵩・両角光男・末繁雄一（565）
江頭雄一・三好涼子

775 「回遊行動の状態」と経路選択理由の特徴分析
−都市空間における来訪者の回遊行動と空間認知に関
する研究 その10−

○長谷川嵩（熊本大学）
両角光男・上田英寿・末繁雄一（569）
江頭雄一・三好涼子

776 都心商業地区における歩行者行動とパブリックスペー
スに関する研究
−福岡市天神地区を事例に−

○福島加奈（福岡大学）

忠（熊本大学）

忠（553）

両角光男（557）
岩谷

誠（561）

黒瀬重幸（573）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１４：２４〜１５：０８−−−−−−−−−−−GR：デワンカー・バート，司会：草葉敏一

777 夜間における照度分布から見た通り空間の特性分析
−熊本市中心市街地における光の街づくりに関する基
礎研究 その1−

○米満雄太（熊本大学）
両角光男・内田壮一郎（577）

778 魚眼レンズ写真画像を用いた夜間における通り空間の
特性分析
−熊本市中心市街地における光のまちづくりに関する基
礎研究 その2−

○内田壮一郎（熊本大学）
両角光男・米満雄太
（581）

779 インタラクティブムービーによる歴史的キャンパス景観
の再現に関する考察
−第五高等中学校本館を事例として−

○桑原直道（熊本大学）
位寄和久・本間里見・伊藤重剛（585）

780 駅前歩道空間における快適性評価に関する研究
−北九州市西小倉駅前及び八幡駅前を事例として−

○中山智博（北九州市立大学）

781 放射環状街区と格子状街区における空間認知に関する
比較研究

○田村健一郎（北九州市立大学）
赤川貴雄（593）

782 かげ空間を活用した屋外空間整備指針の作成

○櫻井

裕（鹿児島大学）

（589）

安山宣之（597）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１５：１８〜１６：０２−−−−−−−−−−−GR：日高圭一郎，司会：脇山ゆかり

783 建築めぐりイベントの企画手法について
−その実践的試みから−

○斉藤

784 北九州学術研究都市における竹林保全活動を通じたま
ちづくりに関する研究
−その1竹林保全活動（2001年から2007年の活動）−

○草葉敏一（北九州市立大学）
デワンカーバート（605）

785 北九州学術研究都市における竹林保全活動を通じたま
ちづくりに関する研究
−その2竹林保全活動（平成竹取伝説）−

○デワンカーバート（北九州市立大学）
草葉敏一（609）

786 まちづくり活動のツールとしての地域SNSの役割に関す
る研究

○嶺岸赳宏（北九州市立大学）
赤川貴雄（613）

787 八丁馬場周辺地区を事例としたまちづくりのための地域
資源活用に関する研究
−熊本市東部地区を事例としたまちづくりに関する研究
その2−

○大久保俊（熊本大学）
位寄和久・本間里見
（617）

788 バーチャルリアリティによるまちづくり情報基盤システ
ムの開発
−マルチメディアを用いたインターネットによるまちづ
くり支援−

○長野匡利（九州大学）

ＧＲによる総括（２分）を含む

理（東京大学）

（601）

有馬隆文
（621）

▲

１６：１２〜１６：４９−−−−−−−−−−−GR：有馬隆文，司会：長野匡利

789 都市のコンパクト化と既成郊外型住宅の将来像に関す
る研究
−折尾地区における郊外化のプロセスと高齢化のパ
ターン分析を中心として−

○松本朱里（北九州市立大学）
赤川貴雄
（625）

790 戸建住宅における駐車場計画に関する調査研究
−北九州市若松区高須地区・青葉台花野路地区を事例
として−

○椋本省子（北九州市立大学）

791 住宅地計画におけるコモンの構成と変遷に関する研究

○畠山友見（北九州市立大学）
赤川貴雄（633）

792 子どもの遊び場から見る地域づくりに関する研究
−龍田小学校校区を事例として−

○柏木史成（熊本県立大学）

793 福岡市及び北九州市における成熟した郊外住宅地に関
する研究
−建築家宮脇檀が手掛けた住宅地の事例を通して−

○諌山由紀子（福岡大学）

（629）

西

英子（637）

黒瀬重幸（641）

ＧＲによる総括（２分）を含む
▲

１６：５９〜１７：４３−−−−−−−−−−−GR：出口

敦，司会：諌山由紀子

794 郊外戸建住宅地における高齢者の居住移動選択要因の
研究
−大野城市平野台地区の事例から−

○上村優生（九州大学）
韓 英珍・近藤加代子（645）

795 高齢者にとって望ましい都市形態に関する研究
−福岡市における高齢者人口分布と医療福祉施設配置
−

○脇山ゆかり（福岡大学）

796 別府市共同温泉に関する研究

○佐藤武典（日本文理大学）

797 地域スポーツ活動によるコミュニティ形成に関する研究

○高屋稔申（熊本県立大学）

798 芒塚復興事業に対する住民の評価

○花井

799 既築住宅の省エネリフォームに関する消費者調査研究

○藤村純平（九州大学）
孔 祥山・韓 英珍・近藤加代子（665）

菅

雅幸（653）

西

英子（657）

寶（長崎総合科学大学）

ＧＲによる総括（２分）を含む
（研究発表会終了後） 九州支部都市計画委員会

黒瀬重幸（649）

Ｋ号館２階２０２教室

（661）

