2009 年度（第 49 回）九州支部研究発表会
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【建築計画Ａ室（１題９分：発表６分，質疑３分）３号館５階 353 教室】
▶ ９：００ ～ ９：５４ －－－－－－－－－－－－ 司会：満岡誠治，副司会：志波文彦
○城戸貴行（九州大学）・田上健一 （ 1）
601 設計コンセプトに基づく教育空間活用ガイドライン
に関する研究
602

空間構成の把握を支援する建築写真ナビゲーション
システムの構築

○中野恵実（東海大学）・村上祐治 （ 5）

603

建築ワークショップの実践研究
小学校設計プロセスにおける設計者のファシリテー
ターとしての関わり方を通して

○藤田桃子（九州大学）・田上健一 （ 9）

604

住宅設計におけるBIM利用の可能性に関する研究
ある鉄骨３階建て戸建住宅での検証

○田中慎一郎（北九州市立大学）
（ 13）
福田展淳・佐藤珠美

605

CASBEEに基づいたキャンパスFMにおける環境マ
ネジメントに関する研究
キャンパスFM業務モデルに関する研究 その24

○小島裕也（熊本大学）
（ 17）
位寄和久・下田貞幸・大西康伸

606

旅館施設内部におけるサインについての研究
南小国町黒川温泉におけるユニバーサルデザインに
関する研究（2）

○持田美沙子（熊本大学）

植田

宏

（ 21）

▶ １０：０４ ～ １０：４９ －－－－－－－－－－－ 司会：田上健一，副司会：藤田桃子
○江戸美慧（北九州市立大学）
607 村野藤吾が設計した北九州市八幡地区の建物に関す
（ 25）
デワンカーバート
る研究
608

ロバート・オーエンの性格形成新学院に関する考察
英国における小学校建築に関する計画史的研究その
２

○満岡誠治（久留米工業大学）

609

くまもとアートポリスのメンテナンスに関する調査
研究

○中村美奈子（熊本県立大学）
（ 33）
村上良知・古閑理恵子

610

熊本県における公共文化ホールの利用状況に関する
調査研究

○平田法子（熊本県立大学）
（ 37）
村上良知・中村美奈子

611

北九州市エコタウンセンターにおける屋上緑化再生
計画に関する研究

○大田将平（北九州市立大学）
（ 41）
デワンカーバート

（ 29）

▶ １０：５９ ～ １１：４４ －－－－－－－－－－－ 司会：北岡敏郎，副司会：正木哲
○中尾彰宏（北九州市立大学）
612 幼児施設における社会変化に伴う施設のあり方に関
（ 45）
大石加奈枝・デワンカーバート
する研究
その１ 北九州市の幼稚園と認可保育所の保育内容
について

613

幼児施設における社会変化に伴う施設のあり方に関
する研究
その２ 北九州市の幼稚園と認可保育所の物的環境
について

○大石加奈枝（北九州市立大学）
（ 49）
中尾彰宏・デワンカーバート

614

アスペルガー症候群当事者の生活空間における困難
さに関する研究

○有馬可奈（九州大学）・井上朝雄 （ 53）

615 「規模」に着目した個室ユニット型療養病床への増
改築過程に関する研究

○山下大介（鹿児島大学）
（ 57）
鈴木健二・境野健太郎

616

○齋藤輝二（住宅福祉研究所）

家賃補助に関する研究
１．家賃補助試算

（１１：５０ ～ １２：１５） 九州支部建築計画委員会
（１２：５０ ～ １３：０５） 九州支部研究者集会

（ 61）
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▶ １３：３０ ～ １４：２４ －－－－－－－－－－－ 司会：境野健太郎，副司会：山下大介
○伊藤綾子（九州大学）
617 地域共生ステーションの空間特性
（ 65）
竹下あゆみ・田上健一
共生ケアを行う宅老所の建築計画（その１）
618

施設基準からみる宅老所の空間と共生ケアの地域展
開
共生ケアを行う宅老所の建築計画（その２）

○伊藤綾子（九州大学）
（ 69）
竹下あゆみ・田上健一

619

居間と和室の位置および使われ方との関係について
居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究
第５報

○本結千智（大分大学）
（ 73）
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子
鮫島慶多・小路英美・湯浅裕樹

620

夫婦の就寝形態と寝室のとられ方について
現代における住宅計画のための室要求構造の解明に
関する研究 第３報

○切原舞子
（有明工業高等専門学校） （ 77）
鈴木義弘・岡 俊江

621

平面構成からみた座敷・和室の出現傾向についての
分析
現代住宅における平面構成の変容に関する研究 第
１報

○小路英美（大分大学）
（ 81）
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子
鮫島慶多・本結千智・湯浅裕樹

622

座敷（和室）のとられ方と規模の変容について
現代住宅における平面構成の変容に関する研究
２報

○鮫島慶多（大分大学）
（ 85）
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子
小路英美・本結千智・湯浅裕樹

第

▶ １４：３４ ～ １５：２８ －－－－－－－－－－－ 司会：志賀 勉，副司会：伊藤綾子
○高本尚幸（九州共立大学）
623 木造専用住宅の建材使用量の推移に関する研究
堤
大阪３地域におけるケーススタディ
624

地方都市の斜面密集市街地における空家問題への対
応に関する研究

○東

625

郊外戸建て住宅地における転入時期からみた居住動
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２

○池添昌幸（福岡大学）

洋樹

（ 89）

真人（鹿児島大学）
（ 93）
神原亮一・鈴木健二
（ 97）

626

調査報告メディア発信とまちづくり意識の考察
津屋崎千軒におけるケーススタディを通して

○木村隆志（九州大学大学院）
（101）
田上健一

627

飯塚市における街なか居住に関する基礎的研究 そ
の３
アンケート調査からみる街なか居住の実態（２）

○戸田享位（近畿大学）

628

繁華街ににおける歩行者行動に関する研究
賑わいと建築的要素との関係性について

○山本征太郎（福岡大学）

益田信也

趙

翔

（105）

（109）

▶ １５： ３８～ １６：２３ －－－－－－－－－－－－ 司会：池添昌幸，副司会：東 真人
○丸林美香（鹿児島大学）
629 人口・財政規模からみた「平成の大合併」の合併形
（113）
田中翔子・友清貴和
態の特徴
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
630

ネットワークの形態による生活サービスの類型化
人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
スの再編

○花原裕美子（鹿児島大学）
（117）
友清貴和

631

小学校再編に伴う通学圏域の広がりと住民生活への
影響に関する考察
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

○長谷部裕子（鹿児島大学）
（121）
友清貴和

632

市町村合併における総合支所及び関連施設について
の研究
熊本県合併市町村を事例として

○岸川芙実（熊本大学）
（125）
桂 英昭・藤崎洋進・菊地健太郎

633

熊本県合併市町村における施設計画の研究
三市町村による合併を事例として

○藤崎洋進（熊本大学）
（129）
桂 英昭・岸川芙美

【建築計画 B 室（１題９分：発表６分，質疑３分）３号館５階 352 教室】
▶ ９：００ ～ ９：４５ －－－－－－－－－－－－ 司会：徳田光弘，副司会：桑原大輝
○川口彩希（熊本高等専門学校）
634 住民アンケートの分析による交通サービス導入のた
（133）
橋本淳也・勝野幸司
めの住民活動展開の課題と方向性に関する考察
635

モンテカルロシミュレーションを用いたのりあいタ
クシーの運行事業費等推定に関する研究

○川口彩希（熊本高等専門学校専） （137）
橋本淳也・勝野幸司

636

玄界島の復興過程と学術支援
震災復興計画のあり方に関する研究

その１

○重村 力（神奈川大学）
（141）
岡田知子・後藤隆太郎・加藤仁美
河野泰治・石丸紀興

637

玄界島の復興事業と島の住まい
震災復興計画のあり方に関する研究

その２

○後藤隆太郎（佐賀大学）
（145）
岡田知子・重村 力・加藤仁美
河野泰治・石丸紀興・近藤雅也

638

玄界島の被災直後と復興事業後の空間変化
震災復興計画のあり方に関する研究 その３

○岡田知子（西日本工業大学）
（149）
後藤隆太郎・重村 力・加藤仁美
河野泰治・石丸紀興

▶ ９：５５ ～ １０：４９ －－－－－－－－－－－ 司会：後藤隆太郎，副司会：近藤雅也
○中島熙八郎（熊本県立大学）
639 タンザニア、ゴゴ族の地場資源・自前技術による住
（153）
野口慎吾
宅改善過程に関する研究（その３）
640

島嶼地域におけるパーソナルネットワークの構造に
関する基礎調査
K県S町を事例として

○大山美佳（九州工業大学）
（157）
徳田光弘

641

豪雨災害関係者の経験に基づく復興イベントのグラ
フ構造

○川内英樹（鹿児島大学）
（161）
徳田光弘・友清貴和

642

浸水被害商店における復興進路の特性に関する考察

○小松勇之（九州工業大学）
（165）
徳田光弘

643

豪雨災害関係者の経験に基づく復興イベントの構造
化に関するシステム試行

○桑原大輝（九州工業大学）
（169）
徳田光弘・本間俊雄

644

和室の使われ方からみたプラン選好の要因について
居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究
第６報

○湯浅裕樹（大分大学）
（173）
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子
鮫島慶多・小路英美・本結千智

（１１：５０ ～ １２：１５） 九州支部建築計画委員会
（１２：５０ ～ １３：０５） 九州支部研究者集会
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