
▶ ９：００ ～ ９：４０ －－－－－－－－－－－－－－ 司会 ：西郷正浩，副司会 ：岩田正輝
 601 施設群を対象とした改修投資額推定手法に関する研究
 日本型ファシリティマネジメント業務モデルに関す

る研究　その32

 602 熊本大学工学部におけるスペースチャージ制度導入
方式に関する研究

 キャンパスFM業務モデルに関する研究　その20

 603 用途転用を考慮した講義室利用効率化手法に関する
研究

 キャンパスFM業務モデルに関する研究　その21

 604 施設安全管理に着目した要望調査システムの評価・
改善に関する研究

 キャンパスFM業務モデルに関する研究　その22

 605 学生・教員・施設管理者による大学施設整備項目の
総合重要度算定手法に関する研究

 キャンパスFM業務モデルに関する研究　その23

▶ ９：５０ ～ １０：３０ －－－－－－－－－－－－－ 司会 ：下田貞幸，副司会 ：坂本興志
 606 個人作業が課題解決型討論の成果に及ぼす効果の考

察
 建築協調設計における創造的討論技術に関する研究

その４

 607 個人作業が課題解決型討論の活性化に及ぼす効果の
考察

 建築協調設計における創造的討論技術に関する研究
その５

 608 パーソナルベース型設計情報交換・共有システムの
運用手法の提案と評価

 設計演習授業のための協調設計支援システムの開発
と運用に関する研究

 609 三次元建物形状のウェブ表示システムの開発と利用
評価

 施主の設計案理解のためのBIMを活用した支援シス
テムに関する研究

 610 ランダムな三角形で構成した建築造形の力学的特徴
による三角形の再構成

 デジタル設計ツールを用いた設計プロセスに関する
研究

○坂本興志（熊本大学）・位寄和久
下田貞幸・大西康伸・大住博宗

佐々木亮・浜崎恵子

○安達仁平（熊本大学）・位寄和久
下田貞幸・大西康伸・原口卓也

堀野純平

○竹井大将（熊本大学）
位寄和久・下田貞幸・大西康伸

原口卓也・堀野純平

○加治屋将吾（熊本大学）
位寄和久・下田貞幸・大西康伸

高橋弘一

○竹下昌志（熊本大学）・位寄和久
下田貞幸・大西康伸・松村卓宙

○前田芳男（熊本大学）・畑中弘平
両角光男・本間里見・大西康伸

城山侑介

○畑中弘平（熊本大学）・前田芳男
両角光男・本間里見・大西康伸

城山侑介

○黒川昭治郎（熊本大学）
両角光男・大西康伸・本間里見

村上祐治・中村達也

○大西康伸（熊本大学）・中村達也
両角光男・村上祐治・本間里見

○岩田正輝（崇城大学）・西郷正浩
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▶ １０：４０ ～ １１：３６ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：鈴木健二，副司会 ：山花泰三
 611 低層集合住宅の発想支援システムを用いた配置計

画・設計手法

 612 自動車を設計条件とする住空間構成手法

 613 空間イメージ形成の誘発手法によって抽出したキー
ワードの考察

 住民協働による建築設計プロセスに関する研究

 614 学生参加型建築設計競技における1994年～2008年の
動向に関する研究

 615 クラスルームと運動場の成立
 英国における小学校建築に関する計画史的研究

 616 大阪における建築物の寿命に関する研究　
 その４　住宅の寿命算出方法の検証

 617 大阪における建築物の寿命に関する研究　
 その５　延床面積の推移とその影響要因

 （１１：５０ ～ １２：１５）　九州支部建築計画委員会　２号館１階 ２- １０４教室
 （１２：５０ ～ １３：２０）　九州支部研究者集会　　　１号館１階 １- １１８教室

▶ １３：３０ ～ １４：１０ －－－－－－－－－－－－  司会 ：徳田光弘，副司会 ：川内英樹
 618 低炭素社会型木造住宅の開発研究
 近年の木造住宅における開発動向と柱材システムパ

ネル工法の検証

 619 杉によるリユーザブル壁式構法に関する研究
 近年の新しい木造住宅構法の動向及び曲面造形の提

案

 620 杉間伐材による木造壁式構法の開発に関する実証的
研究

 その１　躯体及び内外装工事について

 621 居住者による既存木造住宅自己診断システムの開発
 既存木造住宅の改修による長寿命化に関する研究

 622 「建築検査学」に関する考察
 既存建物検査検証における設計・施工支援について

▶ １４：２０ ～ １５：０８ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：田上健一，副司会 ：藤阿紀江
 623 校内バリアフリーに関する研究（１）
 車椅子利用者の校内行動パターンについて

 624 校内バリアフリーに関する研究（２）
 通行路の様態と設備の整備状況について

 

○加世田朋子（鹿児島大学）
小佐見友子・藤井　誠・本間俊雄

友清貴和

○松井大佑（九州大学）・田上健一

○上原早紀子（崇城大学）
西郷正浩

○江戸美慧（北九州市立大学）
デワンカー  バート

○満岡誠治（久留米工業大学）

○山崎恭史（九州共立大学）
上條達哉・堤　洋樹

○上條達哉（九州共立大学）
山崎恭史・堤　洋樹

○正木　哲（九州大学）・冨田昌平
竹下輝和

○新出水大藏（北九州市立大学）
福田展淳

○高崎和之（北九州市立大学）
黒木斗志生・隈　裕子・福田展淳

○上田平卓也（長崎総合科学大学）
鮫島和夫

○大場喜和（住宅検査保証協会）

○廣田篤彦（日本文理大学）

○廣田篤彦（日本文理大学）
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（ 69）

（ 73）

（ 77）

（ 81）

（ 85）
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（ 93）



 625 自閉症者入所施設における生活行為と支援の関係に
関する研究 

 グループホームとユニットケア入所施設と大規模入
所施設の比較

 626 回復期リハビリテーション病棟の建築計画について 
病棟の共用空間における患者の行動に関する研究

 627 大学病院手術室における医療スタッフの動線に関す
る研究

 628 周産期母子医療センターの医療・看護スタッフ行動
と空間構成　

 母体胎児集中治療管理室に関する研究
 
▶ １５：１８ ～ １６：０６ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：趙　　翔，副司会 ：池田沙瑛子
 629 幼保連携への移行に伴う認定こども園の運営形態と

空間構成（その１）
 施設基準に着目して

 630 幼保連携への移行に伴う認定こども園の運営形態と
空間構成（その２）

 運営基準に着目して

 631 廃校から高齢者福祉施設への転用に建築関連法規が
及ぼす影響

 過疎地域における事例的考察

 632 離島地域における廃校から短期入所施設への転用に
関する事例研究

 633 老人病院から個室ユニット型の療養病床への増改築
プロセスに関する事例研究

 634 小規模多機能福祉拠点のあり方に関する研究
 T地区居住者の地域交流施設の担う役割に対する意

識の考察

▶ １６：１６ ～ １７：１２ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：志賀　勉，副司会 ：正木　哲
 635 組織・運営の変化に注目した生活サービスの考察
 人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ

ス手法の再編

 636 合併された離島の旧村における生活サービスの考察
 人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ

ス手法の再編

 637 地域活動を支える個人・組織間のネットワーク形成
要因

 人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編

 

○宮崎　進（有明工業高等専門学校）
中島美登子

○池田沙瑛子（福岡大学）
趙　　翔

○幸　康史（福岡大学）・趙　　翔

○権藤裕子（福岡大学）・趙　　翔

○藤阿紀江（九州大学）・田上健一

○藤阿紀江（九州大学）・田上健一

○山花泰三（鹿児島大学）
木口屋由紀・吉元佑太・鈴木健二

○有村祐介（鹿児島大学）
鈴木健二

○野村正憲（鹿児島大学）
鈴木健二

○浦田美記（有明工業高等専門学校）
中島美登子

○田中翔子（鹿児島大学）
丸林美香・友清貴和

○丸林美香（鹿児島大学）
田中翔子・友清貴和

○花原裕美子（鹿児島大学）
友清貴和・本間俊雄
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 638 支援形態に注目した生活サービス提供拠点の役割分
担の考察

 少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービス拠
点の再構築

 639 生活サービスの重層的な圏域に注目した提供圏域の
考察

 少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービス拠
点の再構築

 640 合併を終えた自治体の生活圏域と行政サービスの現
状把握

 人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編

 641 熊本県合併市町村における施設計画の研究
 和水町庁舎を事例として
 

▶ ９：００ ～ ９：５６ －－－－－－－－－－－－－－ 司会 ：満岡誠治，副司会 ：西崎拓郎
 642 中国瀋陽市集合住宅における自力内装に関する研究

 643 集合住宅団地における高齢者の生活様態の特徴に関
する研究

 中国・瀋陽市を事例として

 644 中国における高齢者廉価賃貸住宅を実施する必要性
について

 都市中低所得高齢者の居住支援に関する研究

 645 Assessment of Microfinance for Housing the Rural 
Poor

 A Study on Grammen Bank in Bangladesh

 646 協議録からみるHOAの住環境形成プロセス
 メトロマニラの低中所得者用住宅供給事業における

協調的住環境マネジメント　その１

 647 制限規約書と居住者の自律的つくりこみ
 メトロマニラの低中所得者用住宅供給事業における

協調的住環境マネジメント　その２

 648 A Study on Four-Purlin Tteuljip Frame Structure 
in Uljin Area and its Characteristics in the 
Daylight Environment Conditions

▶ １０：０６ ～ １１：０２ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：秋元一秀，副司会 ：田尻昭久
 649 棚田オーナー制度における運営主体と保全機能に関

する考察
 福岡県うきは市の事例から

○三堂早紀子（鹿児島大学）
金久絵里・友清貴和・古川惠子

○金久絵里（鹿児島大学）
三堂早紀子・友清貴和・古川惠子

○長谷部裕子（鹿児島大学）
友清貴和

○藤崎洋進（熊本大学）・桂　英昭

○金　　萍（琉球大学）・小倉暢之

○姫野（鹿児島大学）
友清貴和・境野健太郎

○隋　偉平（熊本大学）・位寄和久
本間里見

○Md. KAMRUZZAMAN（琉球大学）
小倉暢之

○大西陽子（九州大学）・大月敏雄
田上健一

○大西陽子（九州大学）・大月敏雄
田上健一

○劉　載祐（釜山大学・韓国）
李　烔參

○天満類子（九州大学）・菊地成朋
安部麻美

（149）

（153）

（157）

（161）

（165）

（169）

（173）

（177）

（181）

（185）

（189）

（193）

【 建築計画Ｂ室（１題８分：発表５分，質疑３分）３号館１階 3-103 教室】



 650 中山間地域における文化的景観としての棚田の現代
的意義と、その維持管理及び集落の自治機能に関す
る研究

 通潤用水と白糸台地の棚田景観（熊本県上益城郡山
都町）を事例として

 651 農山村地域におけるIターン者住宅の持続的活用・
管理システムに関する研究（その10）

 熊本県下町村の年齢階層別転出入人口の傾向につい
て

 652 集落内外が関わる活動からみた中山間集落の変容と
課題

 佐賀県嬉野市鍋野における生活空間調査を通じて

 653 減災対応からみた中山間地域の居住環境に関する研
究

 654 災害関係者の経験に基づく復興状況の構図化に関す
る考察

 655 浸水被害事業所の商売再建における物的変容

▶ １１：１２ ～ １１：４４ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：後藤隆太郎，副司会 ：山崎貴幸
 656 地方中小都市の市街地における近世の町に関する研究
 玉名市高瀬町、山鹿市湯町を対象として

 657 津屋崎千軒における居住空間構成の変容　その１
 街区と街路の変容と現状

 658 津屋崎千軒における居住空間構成の変容　その２
 住宅の空間構成

 659 博多祇園山笠における直会の風景
 舁き手・ごりょんさん・こどもの視点から

 （１１：５０ ～ １２：１５）　九州支部建築計画委員会　２号館１階 ２- １０４教室
 （１２：５０ ～ １３：２０）　九州支部研究者集会　　　１号館１階 １- １１８教室

▶ １３：３０ ～ １４：１０ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：勝野幸司，副司会 ：小路英美
 660 福岡県住宅協会が建設した51C
 今川橋団地の実測調査から

 661 テレビ番組と技術家庭教科目におけるDIYの変遷
 住宅の維持管理においてDIYの果たす役割に関する

研究　その１

 662 DIYに対して日本のホームセンターが果たす役割
 住宅の維持管理においてDIYが果たす役割に関する

研究　その２

○野口慎吾（熊本県立大学）
中島熙八郎・小峯　裕

○中島熙八郎（熊本県立大学）
小峯　裕

○後藤隆太郎（佐賀大学）

○勝野幸司（八代工業高等専門学校）

○川内英樹（鹿児島大学）
徳田光弘・友清貴和・伊藤幹治

○伊藤幹治（鹿児島大学）
徳田光弘・川内英樹・友清貴和

○田尻昭久（崇城大学）・秋元一秀

○中西由美子（九州大学）
大場奈帆子・田上健一

○中西由美子（九州大学）
大場奈帆子・田上健一

○楠本大輔（九州大学）・菊地成朋
柴田　建

○小村悠介（九州大学）・菊地成朋
柴田　建・新崎朝規

○坂田貴一（九州大学）・片野　博
井上朝雄・大西雅明

○大西雅明（九州大学）・片野　博
井上朝雄・坂田貴一
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 663 アンケート調査を用いたDIYに対する意識と行動の
分析

 住宅の維持管理においてDIYが果たす役割に関する
研究　その３

 664 高齢者専用賃貸住宅の管理運営手法に関する研究

▶ １４：２０ ～ １５：０８ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：池添昌幸，副司会 ：橘　孝司
 665 居間中心型住宅の普及の動向
 居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究

第１報

 666 座敷（和室）とLDK空間のとられ方について
 居間中心型住宅普及の動向と研究課題に関する研究

第２報

 667 居間中心型住宅取得者の特徴と居住後評価について
 居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究

第３報

 668 座敷とLDK空間の居住・選好プランの整合性の関
係について

 居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究
第４報

 669 雑誌「主婦之友」からみた室構成と平面構成の実態
について

 昭和戦前期の日本における都市住宅の平面計画に関
する研究

 670 積層空間を持つ住宅の空間構成に関する研究
 『新建築住宅特集』（1986年～2006年）を事例として

▶ １５：１８ ～ １５：５８ －－－－－－－－－－－－ 司会 ：鈴木義弘，副司会 ：本結千智
 671 鹿児島市における大規模住宅地の開発過程と計画特

質に関する研究

 672 郊外戸建て住宅地の定住・住替え動向
 郊外戸建て住宅地の居住継承と空間再編に関する研

究　その１

 673 地域住情報データベースを用いた斜面住宅地の居住
収縮特性の分析

 居住収縮が進行するまちなか斜面地の保全・再編に
関する研究　その１

 674 斜面住宅地の住宅・宅地利用の経年変化
 居住収縮が進行する斜面住宅地の保全・再編に関す

る研究　その２

 675 民・学協働による地域住環境の点検・改善活動の考察
 居住収縮が進行する斜面住宅地の保全・再編に関す

る研究　その３

○大西雅明（九州大学）・片野　博
井上朝雄・坂田貴一

○犬山翔悟（九州大学）・河　浩湊
田上健一

○小路英美（大分大学）
鈴木義弘・岡　俊江・切原舞子

本結千智

○小路英美（大分大学）・鈴木義弘
岡　俊江・切原舞子・本結千智

○本結千智（大分大学）・鈴木義弘
岡　俊江・切原舞子・小路英美

○本結千智（大分大学）・鈴木義弘
岡　俊江・切原舞子・小路英美

○温　　雅（九州共立大学）
宮崎信行

○伊東幸哲（熊本大学）・植田　宏

○松尾昌太郎（鹿児島大学）
木方十根

○池添昌幸（福岡大学）

○西崎拓郎（九州大学）・志賀　勉
竹下輝和・橘　孝司・山﨑貴幸

○橘　孝司（九州大学）・志賀　勉
竹下輝和・西崎拓郎・山﨑貴幸

○山﨑貴幸（九州大学）・志賀　勉
竹下輝和・橘　孝司・西崎拓郎
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