
▶ １３：３０ ～ １５：２０ －－－－－－－－－－－－ ＧＲ：黒瀬重幸，司会：池田　亘
 701 Urban Development and Regeneration for Healthy 

Cities in Korea

 
 702 A Study of the Revitalization Strategies for City 

Center in the ‘Network’ Age
 -focused on the case study of the ‘Seo-myeon’ 

area of Busan Metropolitan City-

 703 “Before and After”, Urban Renovation Project 
Korea

 
 704 Issues of Urban Form, Functional Location and 

City Linkage in Japan and Korea
 
 705 Planning Goals and Tasks for the 400-year old 

Castle City, Kumamoto
 
 706 Compact City Policy and Planning for Sustainability
 Case of Fukuoka

▶ ９：００ ～ ９：５０ －－－－－－－－－－－－ ＧＲ：田口陽子，司会：宮本尚美
 707 人口変動と居住環境からみた大規模住宅団地の現状

把握と持続可能性に関する研究
 大分市における開発規模5ha以上の住宅団地を対象

として

 708 大分市中心部における分譲共同住宅の建設実態と管
理方式に関する研究

 
 709 大分市中心部における共同住宅居住者の行動圏と居

住環境評価 

 710 公社団地における住民の流動性と地域の活動に関す
る検討

 
 711 熊本市における集合住宅の需要と供給に関する研究

 712 中国深圳（シンセン）市における出稼ぎ労働者の居
住環境に関する研究 

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。  
  
▶ １０：００ ～ １０：５０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：趙　世晨，司会：小川勇樹
 713 熊本駅周辺地域の建物用途・土地利用の変遷に関す

る研究

○Yeong Kim
                （Gyeongsang National

University）

○Min-soo Kim
（Kyungsung University）

○Shin-Koo Woo
 （Pusan National University）

○Seiji Sato（Oita University）

○Mitsuo Morozumi
（Kumamoto University）

○Atsushi Deguchi
（Kyushu University）

○進　正人（大分大学）・小林祐司
佐藤誠治・金キョンハン

○吉田宗平（大分大学）・佐藤誠治
姫野由香・川端威士

○山村宗一郎（大分大学）
川端威士・吉田宗平・姫野由香

佐藤誠治

○馬場健彦（九州大学）

○古賀遼也（熊本県立大学）
西　英子

○黄韜（熊本県立大学）・西　英子

○宮崎大樹（熊本高等専門学校）
磯田節子

（177）

（181）

（185）

（189）

（193）

（197）

（201）

（205）

（209）

（213）

（217）

（221）

（225）

【都市計画　国際セッション「日韓成熟都市の課題と計画」本館４階第４教室】 

【都市計画Ａ室（１題８分：発表６分，質疑２分） ３号館６階 361 教室】  



 714 大分都市計画区域における住居系用途地域の土地利
用実態と特性

 715 GISを用いた北九州市の準工業地域の利活用に関す
る研究

 その３　北九州市準工業地域のパタン化分析

 716 シンガポール都心部ウォーターフロントの開発と土
地利用に関する研究

 
 717 実例に基づいた都市計画におけるGISの導入に関す

る研究
 
 718 ヴォイド空間が地価に与える影響に関する研究 

名古屋久屋大通り周辺を対象として

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。  
  
▶ １１：００～ １１：５８ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：小林祐司，司会：野口浩平
 719 世界文化遺産都市・マラッカの歩行者天国に関する

研究

 720 ギリシア・メッセネ市の広場の使われ方に関する研
究

 
 721 調査の考え方と推計来街者数の比較考察
 イベント時と平常時の比較による「くまもと城下ま

つり」の集客効果の分析　その１

 722 属性別来街者数および消費金額から見た集客効果の
考察

 イベント時と平常時の比較による「くまもと城下ま
つり」の集客効果の分析　その２

 723 学生の活動エリアからみた地方都市大学周辺の変化
について

 佐賀大学在学生・卒業生へのアンケート調査より

 724 大学キャンパスの学外開放の実態と都市への貢献性
に関する研究

 
 725 歩行距離からみた市街地のコンパクト性に関する研

究
 福岡市の高齢化進行地区を対象として

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
  
 （１２：５０ ～ １３：０５）　九州支部研究者集会　本館４階第４教室　　　         
  
▶ １５：３０ ～ １６：１２ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：加藤浩司，司会：迫田太志
 726 中山間地域を含む地方都市における農業集落の実状

と考察
 

○重信佑介（大分大学）・佐藤誠治
進　正人・椎葉憲亮・小林祐司

姫野由香

○宋　　華（北九州市立大学）
深堀秀敏・高偉俊

○金炯冀（九州大学）・出口　敦

○王宇鵬（北九州市立大学）
福田展淳

○弓削純平（北九州市立大学）
デワンカーバート

○瓜生宏輝（九州大学）・出口　敦

○遠竹孝史（熊本大学）・伊藤重剛

○坂元　純（熊本大学）・知識　圭
岡松はるな・川野優美

山崎麻佑子・内山　忠・両角光男

○知識圭（熊本大学）・坂元　純
岡松はるな・川野優美

山崎麻佑子・内山　忠・両角光男

○西田敦史（佐賀大学）・三島伸雄
田口陽子

○西村晃三（九州大学）・坂井　猛
鶴崎直樹・趙世晨

○池田　亘（九州大学）・出口　敦

○上杉真平（崇城大学）

（229）

（233）

（237）

（241）

（245）

（249）

（253）

（257）

（261）

（265）

（269）

（273）

（277）



 727 過疎集落の生活環境評価とその類型化
 佐伯市における生活環境・圏域に関する研究　その

１

 728 年代別からみた生活環境評価の相違点とその要因に
関する研究

 佐伯市における生活環境・圏域に関する研究　その
２

 729 住民行動と都市機能からみる地域間依存度に関する
研究

 佐伯市における生活環境・圏域に関する研究　その
３

 730 日本の代表的な港町の海辺付近に立地する戸建住宅
の特徴に関する研究 

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

▶ １６：２２ ～ １６：５６ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：松永一郎，司会：平嶋幸恵
 731 地方都市佐賀のまちなかにおける建築ヴォリューム

の評価手法に関する研究

 732 ヘタ地に関する基礎的研究
 大きさと形状からの分析を通して

 733 地域特徴が配慮された東京歴史的な住宅区の建替え
方法に関する研究

 734 路地空間の保存・維持を目的とした建築基準法第42
条第２項及び第３項適用の可能性

 大分県別府市･大分市中心部を事例として

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。  

 （１７：００ ～ １７：２０）　九州支部都市計画委員会　３号館６階３６１教室　  
  

▶ ９：００ ～ ９：５０ －－－－－－－－－－－－ ＧＲ：デワンカーバート，司会：草葉敏一
 735 3DCGによる都市風景画の描かれたピルナの都市景

観の再現に関する研究
 
 736 光線追跡法を用いた景観影響物可視領域の定量的解

析方法について
 光線追跡法を用いたランドマーク眺望点解析シミュ

レーション

 737 連続立面写真の作成とアンケートによる景観的魅力
や問題点の考察

 昼夜間の時間経過に伴う通り景観の変化に関する研
究　その１

○野口浩平（大分大学）・佐藤誠治
小林祐司・姫野由香・才木　淳

寺田充伸

○才木　淳（大分大学）・佐藤誠治
小林祐司・姫野由香・野口浩平

寺田充伸

○寺田充伸（大分大学）・佐藤誠治
小林祐司・姫野由香・才木　淳

野口浩平

○斉藤鷹輔（北九州市立大学）
福田展淳・田上　誠

○筒井信之（佐賀大学）・三島伸雄
田口陽子

○小木曽茜（九州大学）・井上朝雄

○範理揚（北九州市立大学）
王宇鵬・高偉俊・福田展淳

○東郷哲史（大分大学）・清水弘樹
姫野由香・佐藤誠治

○小川勇樹（九州大学）・趙　世晨
萩島　哲

○中村裕文（都城工業高等専門学校）

○原　　隆（熊本大学）・津田晃平
内田壮一郎・両角光男

（281）

（285）

（289）

（293）

（297）

（301）

（305）

（309）

（313）

（317）

（321）

【都市計画 B 室（１題８分：発表６分，質疑２分）３号館６階 362 教室】



 738 連続立面写真を用いた建物単位の分析と改善案の検
討

 昼夜間の時間経過に伴う通り景観の変化に関する研
究　その２

 739 都市景観における色彩の構成に関する定量的分析 

 740 色彩が町並みの景観印象に与える影響についての基
礎的研究

 ドイツ，中国，日本の町並み景観について日本，中
国の大学生による評価

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。  
  
▶ １０：００ ～ １０：５０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：鶴崎直樹，司会：柴田基宏
 741 生活・生業により創造される景観の将来像の抽出と

その計画的課題の導出
 別府市鉄輪・明礬温泉地区の重要文化的景観指定に

関する研究

 742 愛媛県内子町における町並み保全に関する研究　そ
の３

 既往計画にみる景観目標と保存整備事業について

 743 愛媛県内子町における町並み保全に関する研究　そ
の４

 保存地区の町並み景観に対する地区内外の住民意識
の差異

 744 福岡市の眺望景観に関する研究
 水辺景観の時刻変化を事例として

 745 外海のキリシタン集落における景観の顕在化に関す
る研究

 その２　文化的景観の重層性について

 746 歴史的町並み保存における２方向避難の確保に関す
る研究

 肥前浜宿を対象に

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。  
  
▶ １１：００ ～ １１：５０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：姫野由香，司会：河津恭平
 747 リビングへリテージ概念に関する基礎的研究
 
 748 歴史都市サルトにおける文化資源マネジメント

（CRM）に関する研究　その５
 エピソードに着目した文化資源抽出とディスカバ

リートレイルの設計

 749 歴史都市サルトにおける文化資源マネジメント
（CRM）に関する研究　その６

 歴史的建造物の保全・管理状況

○津田晃平（熊本大学）・原　　隆
内田壮一郎・両角光男

○永松博晶（九州大学）・趙　世晨

○邵岩峰（長崎総合科学大学）
宮原和明・庄山茂子

○河野功寛（大分大学）・佐藤誠治
姫野由香・福井彩乃

○西村圭悟（九州大学大学院）
長野麻里子・西山徳明

○長野麻里子（九州大学）
西村圭悟・西山徳明

○平嶋幸恵（福岡大学）・松永一郎
黒瀬重幸

○村田明久（長崎総合科学大学）

○宮本尚美（佐賀大学）・三島伸雄
田口陽子

○山口知恵（九州大学）・西山徳明

○中村真弓（九州大学）・赤星眞弓
村上佳代・西山徳明

○赤星眞弓（九州大学）・村上佳代
西山徳明

（325）

（329）

（333）

（337）

（341）

（345）

（349）

（353）

（357）

（361）

（365）

（369）



 750 歴史都市サルトにおける文化資源マネジメント
（CRM）に関する研究　その７

 歴史的建造物の用途の変化からみる文化資源として
の価値

 751 世界文化遺産におけるバッファゾーンに関する研究 
兵庫県姫路市を事例として

 752 産業施設の近代化遺産としての現状と活用に関する
研究

 万田坑とその関連遺産群を対象として

 753 南京市における都市構造の変遷と城壁の保全に関す
る研究

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

 （１２：５０ ～ １３：０５）　九州支部研究者集会　３号館６階３６１教室
　　　         
▶ １５：３０ ～ １６：０４ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：坂井　猛，司会 ：西村晃三
 754 アンケート調査からみた日奈久温泉街の魅力と課題

の変化
 八代市日奈久温泉街のまちづくりに関する研究　そ

の４

 755 住民の記憶と古写真を元にしたCGによる建物復元 
八代市日奈久温泉街のまちづくりに関する研究　そ
の５

 756 全国温泉地における歴史的木造三階建旅館の残存状
況に関する研究

 八代市日奈久温泉街のまちづくりに関する研究　そ
の６

 757 豪雨災害における災害対応者の情報伝達ネットワー
クの構造

 
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

▶ １６：１４ ～ １６：５６ －－－－－－－－－－－ ＧＲ：有馬隆文，司会：中井康詞
 758 竹林地残材の利活用におけるNPOの役割

 759 文化遺産を活用した官民協働によるまちづくりの可
能性

 福岡県太宰府市を事例として

 760 「緑と造園の文化拠点」としてみた長崎市「古賀・
植木の里」のまちづくり

 761 長崎の斜面地における防火対策の現状分析について
 中小島２丁目の場合

○赤星眞弓（九州大学）・村上佳代
西山徳明

○吉田匡邦（九州大学）・西山徳明

○森永祐介（九州大学）
松本将一郎・八百板季穂

西山徳明

○王成康（九州大学）・出口　敦

○角田幸子（熊本高等専門学校）
磯田節子・下田貞幸・森山　学

勝野幸司

○遠藤誉幸（熊本高等専門学校）
下田貞幸

○下田貞幸（熊本高等専門学校）
角田幸子・湯ノ口洋平・磯田節子

○杉本寿郎（九州工業大学）
徳田光弘

○草葉敏一（北九州市立大学）
デワンカーバート

○武藤亜弓（九州大学）・西山徳明

○李　　桓（長崎総合科学大学）

○花井德寳（長崎総合科学大学）

（373）

（377）

（381）

（385）

（389）

（393）

（397）

（401）

（405）

（409）

（413）

（417）



 762 八女福島伝建地区における空き家活用推進組織に関
する研究

 NPO法人八女町家再生応援団を事例として

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

 （１７：００ ～ １７：２０）　九州支部都市計画委員会　３号館６階３６１教室

▶ １５：３０ ～ １６：２０ －－－－－－－－－－－－ ＧＲ：田口陽子，司会：西田敦史
 763 コンパクトシティ指標を用いた都市のランキング評価
 －39人口集中地区の相互比較分析－

 764 TOD推進に向けた自動車利用者の交通手段転換に
関する研究 

 765 人口密度の等高線図から見た鉄道駅周辺の人口分布
に関する研究

 
 766 大分市における町丁別人口構成と市街地特性からみ

た世代交代の可能性
 
 767 城野地区低炭素先進モデル街区における分散型電源

導入に関する研究
 
 768 日本とドイツにおける屋上緑化施策の比較研究 

東京都の屋上緑化とベルリンのBAFを対象として

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
  
▶ １６：３０ ～ １６：５６ －－－－－－－－－－－－ ＧＲ：下田貞幸，司会：角田幸子
 769 「渡辺通り」を通してみる福岡都心の変遷に関する

研究
 
 770 路面電車保有都市における環状公共交通と施設立地

に関する研究
 
 771 原住民（都市地域）法施行以前のピーターマリッツ

バーグの都市空間形成に関する研究
 
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

 （１７：００ ～ １７：２０）　九州支部都市計画委員会　３号館６階３６１教室

○迫田太志
（有明工業高等専門学校）

加藤浩司

○柴田基宏（九州大学）・有馬隆文
武田裕之

○中井康詞（九州大学）・武田裕之
有馬隆文

○酒見浩平（九州大学）・趙世晨

○河津恭平（大分大学）・佐藤誠治
小林祐司・金キョンハン

○稲永裕介（北九州市立大学）

○中村星朗（北九州市立大学）
デワンカーバート

○石神絵里奈（九州大学）
出口　敦

○長谷川伸（九州大学）・出口　敦

○佐藤圭一（尚絅大学）

（421）

（425）

（429）

（433）

（437）

（441）

（445）

（449）

（453）

（457）

【都市計画Ｃ室（１題８分：発表６分，質疑２分） ３号館６階 363 教室】




