
【 都市計画Ａ室 】（１題８分：発表６分，質疑２分）   教養教育１号館２階１２５教室 

▶  ９：００ ～ ９：５０     －－－－－－－－－－－－ ＧＲ ：有馬隆文 ，司会 ：指原元樹 

701  
地方都市における掘割の活用と商店街形成に関する

研究 

○日向加奈恵（鹿児島大学） 

  鰺坂徹・増留麻紀子 
(217) 

702  
名山町における建物変遷の街区的特徴とリノベーシ

ョンによる活性化に関する研究 

○宮下愛美（鹿児島大学） 

  柴田晃宏 
(221) 

703  
上天草市湯島を対象とした地域活性化の為のアイデ

ィア抽出手法と活性化策の検討 

○尾池大祐（熊本大学） 

 位寄和久・本間里見・仲座芳和 
(225) 

704  
嬉野における温泉旅館組合の土地利用管理に向けた現

状分析 

○穴井祥一郎（佐賀大学） 

三島伸雄・田口陽子 
(229) 

705  
中山間地域における住民の定住意向と他出子の U タ

ーン意向に関する研究 

○片山晃会（熊本県立大学） 

柴田祐 
(233) 

706  

坂道の城下町における住民と来街者の施設利用実態

と環境評価に関する研究 

‐大分県杵築市城下町地区を対象として‐ 

○岡本大（大分大学） 

姫野由香・阿部竜也・佐藤誠治 
(237) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 

▶  １０：００ ～ １０：４２     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：鶴崎直樹，司会 ：福滿奈々美 

707  

河川の物理的特性による里川の類型 

―里川集落の空間的構造及び人と河川との関わり方 

その8― 

○江頭正成（大分大学） 

池田壮志・中西章敦・姫野由香 

小林祐司・佐藤誠治 

(241) 

708  

里川の空間特性と河川景観の評価に関する研究 

―里川集落の空間的構造及び人と河川との関わり方 

その9― 

○池田壮志（大分大学） 

江頭正成・中西章敦・姫野由香 

小林祐司・佐藤誠治 

(245) 

709  

泉源と旅館の関係とその変容からみた温泉町の空間

構成 

―佐賀県嬉野温泉を事例として― 

○廣瀬翔一郎（佐賀大学） 

後藤隆太郎 
(249) 

710  
阿蘇カルデラ内に立地する農村集落の屋敷地の空間

構成に関する研究 

○別所匠（久留米工業大学） 

大森洋子 
(253) 

711  
与論島における城・朝戸集落の空間構成の特徴に関

する研究 

○大川泰毅（有 明 工 業 高 等 専 門 学 校 ） 

鎌田誠史・浦山隆一 
(257) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶  １０：５２ ～ １１：３４     －－－－－－－－－－－ ＧＲ： 徳田光弘，司会 ：久保貴義 

712  

非線引き地方都市における用途地域内外の土地利用

の変遷について 

―熊本県八代市を事例として― 

○中村未波（熊本高等専門学校） 

出口慶征・磯田節子・内山忠 

 

(261) 

713  
大分市におけるバス停留所の整備状況の把握と整備

基準に関する研究 

○水田拓希（大分大学） 

小林祐司・姫野由香・佐藤誠治 
(265) 

714  

北九州市拠点駅前エリアの特性考察と集積性に関す

る研究 

（その1―北九州拠点駅前エリア土地用途変遷） 

○柳建安（北九州市立大学） 

劉永軍・深堀秀敏・高偉俊 

 

(269) 

715  

北九州市拠点駅前エリアの特性考察と集積性に関す

る研究 

（その2―拠点駅前における土地及び建物の利用状況

○劉永軍（北九州市立大学） 

柳建安・深堀秀敏・高偉俊 

 

(273) 



の考察と特性分析） 

716  
大学生のサードプレイスに関する研究 

―九州大学キャンパス周辺地域を対象として― 

○川上直人（九州大学） 

坂井猛・趙世晨 
(277) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会  教養教育２号館２階２２１教室 

 
▶  １３：３０ ～ １４：１２     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：田口陽子 ，司会 ：筬島智史   

717  

福祉のまちづくりに向けた身障者支援システムの試

験的開発（その1） 

―車椅子使用者のまちなか活動に関する意識調査― 

○梶山大志（崇城大学） 

古賀元也・和泉信生・松原誠仁 

瀬口裕也・曲金彦 

(281) 

718  

福祉のまちづくりに向けた身障者支援システムの試

験的開発（その2） 

―身障者の身体負担に着目したまちなか空間の基礎

調査― 

○曲金彦（崇城大学） 

古賀元也・松原誠仁・和泉信生 

瀬口裕也・梶山大志 

(285) 

719  

福祉のまちづくりに向けた身障者支援システムの試

験的開発（その3） 

―身障者支援システムの試験的開発― 

○瀬口裕也（崇城大学） 

古賀元也・和泉信生・松原誠仁 

曲金彦・梶山大志 

(289) 

720  

MAS による防災意識を考慮した避難行動シミュレー

ション 

―津久見市保戸島を対象として― 

○池部仁哉（大分大学） 

佐伯莉歩・池田聡志・富田羊亮 

小林祐司・佐藤誠治 

(293) 

721  

地方都市における密集市街地の居住環境と住民の防

災意識 

―大分県別府市中心部における危険密集市街地の改

善方法に関する研究（その4）― 

○坂本綾香（大分大学） 

姫野由香・畑中信二・朝日照太 

佐藤誠治 

 

(297) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶  １４：２２  ～  １４： ５６     －－－－－－－－－－－ＧＲ： 坂井 猛，司会 ：片平恭佑   

722  

大規模集客施設を核とした中心市街地再開発事業と

周辺整備が及ぼす影響に関する研究 

―リバーウォーク北九州とその周辺における整備を

ケーススタディとして― 

○福滿奈々美（九州大学） 

有馬隆文 

 

 

(301) 

723  
ストリートダンスの都市空間利用実態に関する研究 

―北九州市における事例について― 

○森口大樹（北九州市立大学） 

福田展淳 
(305) 

724  

上通地区における滞留行動の把握及びベンチ配置に

よる滞留行動の把握 

―熊本市中心市街地上通地区における滞留行動に関

する研究― 

○納富裕之（熊本大学） 

位寄和久・本間里見・後藤佑一朗 

 

(309) 

725  
商店街周辺における住民のたまり場の使われ方と交

流意識に関する研究 

○畑原花保里（熊本県立大学） 

柴田祐 
(313) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶  １５：０６ ～１５：４０     －－－－－－－－－－－ ＧＲ： 古賀元也，司会 ：梶山大志 

726  
Web サイトを利用した都市持続性評価システムの開

発 

○堀田眞之介（九州大学） 

趙世晨 
(317) 



727  

郊外立地大学における学生の地域活性化の取り組み

に関する研究 

―九州大学学術研究都市を対象として― 

○片平恭佑（九州大学） 

有馬隆文・坂井猛 

 

(321) 

728  
木質バイオマス事業における自治体施策の成果と影

響要因 

○倉富久宜（九州大学） 

近藤加代子・李潔明 
(325) 

729  
畜産系バイオマス事業の原料収集の促進施策に関す

る研究 

○李潔明（九州大学） 

近藤加代子 
(329) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶ １５：５０ ～ １６：２４     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：西 英子 ，司会 ：森口加奈子 

730  
子どもがスケール感覚を学習できるブロック型空間

造形ツールの提案と実証 

○石川希莉加（佐賀大学） 

田口陽子 
(333) 

731  

防災教育による児童の防災意識の変化と家庭への影

響（その1） 

―保戸島小学校で行ったアンケートとワークショッ

プからみる防災意識・対策の現状― 

○富田羊亮（大分大学） 

池田聡志・佐伯莉歩・池部仁哉 

小林祐司・佐藤誠治 

 

(337) 

732  

防災教育による児童の防災意識の変化と家庭への影

響（その2） 

―保戸島小学校で行ったワークショップと児童のリ

スク認知について― 

○池田聡志（大分大学） 

富田羊亮・佐伯莉歩・池部仁哉 

小林祐司・佐藤誠治 

 

(341) 

733  

防災教育による児童の防災意識の変化と家庭への影

響（その3） 

―保戸島小学校におけるモニタリング調査からの課

題― 

 

○佐伯莉歩（大分大学） 

池田聡志・富田羊亮・池部仁哉 

小林祐司・佐藤誠治 

 

 

(345) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 

（１６：３０ ～ １７：３０） 九州支部都市計画委員会  教養教育１号館２階１２５教室 

 

【 都市計画Ｂ室 】（１題８分：発表６分，質疑２分）   教養教育１号館２階１２９教室 

▶  ９：００ ～ ９：５０     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：大西康伸 ，司会 ：納富裕之 

734  

大分市中心市街地における業種の変遷と特徴 

－大分県大分市中心部における業種の変遷に関する

研究（その1）－ 

○朝日照太（大分大学） 

坂本綾香・畑中信二・姫野由香 

佐藤誠治 

(349) 

735  

大分市中心市街地における業種の変遷と商都復活支

援事業の関係性 

－大分県大分市中心部における業種の変遷に関する

研究（その2）－ 

○畑中信二（大分大学） 

姫野由香・朝日照太・坂本綾香 

佐藤誠治 

 

(353) 

736  
駐車場立地からみた北九州旧五市中心市街地の商空

間特性 

○久保貴義（九州工業大学） 

徳田光弘・井手大悟 
(357) 

737  
小倉中心市街地における空きテナント及びチェーン

店の出現特性 

○松尾聡（九州工業大学） 

徳田光弘・西原数顕 
(361) 

738  
人口減少社会における街区公園のあり方に関するー

考察 

○森口加奈子（熊本県立大学） 

西英子 
(365) 



739  
駅の形態別にみる駅周辺商店街の業種別店舗立地動

向に関する研究 

○畠中美穂子（鹿児島大学） 

鰺坂徹・増留麻紀子 
(369) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 

▶  １０：００ ～ １０：４２     －－－－－－－－－－－ ＧＲ： 姫野由香，司会 ：朝日照太 

740  

共同住宅の供給からみたまちなか居住に関する研究

（その1） 

―共同住宅の供給が人口回復に与える影響― 

○野口優拓（崇城大学） 

古賀元也・谷武・佐々木博人 

 

(373) 

741  

共同住宅の供給からみたまちなか居住に関する研究

（その2） 

―まちなか居住者の生活行動に関する実態調査― 

○佐々木博人（崇城大学） 

古賀元也・谷武・野口優拓 

 

(377) 

742  
北九州市における地域住環境の評価に関する研究 

―八幡西区を調査対象として― 

○松永翔吾（北九州市立大学） 

ディディットノヴィアント 

高偉俊 

(381) 

743  
女性のキャリアパスと二地域居住 

―熊本市を事例として― 

○佐藤楓（熊本県立大学） 

西英子 
(385) 

744  

共働き世帯の増加に伴う保護者の地域参加に関する

研究 

―熊本市竜南中学校を事例として― 

○近藤優（熊本県立大学） 

西英子・中迫由実 

 

(389) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶ １０：５２ ～ １１：４２     －－－－－－－－－－－ ＧＲ： 本間里見，司会 ：尾池大祐 

745  
現地観察による空き家の判定に関する研究 

―北九州市門司区におけるケーススタディ― 

○石川大貴（北九州市立大学） 

赤川貴雄 
(393) 

746  
斜面市街地における建物・敷地の更新に関する研究 

―長崎市の斜面市街地を対象として― 

○指原元樹（九州大学） 

有馬隆文 
(397) 

747  商店街における高齢者の買物行動の実態に関する研

究 

○瀬口宗春（熊本県立大学） 
柴田祐 

(401) 

748  

買い物困難者の実態に関する研究 

―北九州市門司区大里地区におけるケーススタディ

― 

○石蔵未浦（北九州市立大学） 

赤川貴雄 

 

(405) 

749  

鉄道の廃線に伴う周辺敷地の転用と整形さとの関連

に関する分析 

―旧国鉄佐賀線廃線前後に着目して― 

○筬島智史（佐賀大学） 

田口陽子・三島伸雄 

 

(409) 

750  
建築関連法との比較にみる琉球 A サイン新基準の制

限について 

○喜納秀太（佐賀大学） 

三島伸雄・田口陽子 

 

(413) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会  教養教育２号館２階２２１教室 

 
▶ １３：３０ ～ １４：１２     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：小林祐司 ，司会 ：水田拓希 

751  

色彩に着目した通り空間への印象及び適合分析 

熊本市中心市街地における通りの空間構成要素に関

する研究 

○内田昂希（熊本大学） 

後藤佑一朗・位寄和久・本間里見 

 

(417) 



752  

街路ファサードの構成要素と人間の印象評価の関係

に関する研究 

〜被験者グループによる印象評価の相違を中心とし

て〜 

○長田知大（福岡大学） 

松永一郎・黒瀬重幸 

 

 

(421) 

753  
多目的最適化アルゴリズムを用いた光環境および熱

環境に配慮した空間形態の最適設計手法の開発 

○木原和信（佐賀大学） 

中大窪千晶 
(425) 

754  

自己組織化臨界状態解析と感性評価の複合による街

路景観把握 

－情報エントロピーを用いた景観指標の導入－ 

○谷本亜耶子（鹿児島大学） 

本間俊雄 

 

(429) 

755  
フラクタル次元を用いた都市形成における街路の複

雑性に関する研究 

○香野あゆみ（北九州市立大学） 

赤川貴雄 
(433) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶ １４：２２ ～ １５：０４     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：赤川貴雄 ，司会 ：石川大貴 

756  

眺望視点場からの風水集落の景観構成とその印象 

―韓国農村集落における風水景観に関する研究 そ

の15― 

○矢次延行（大分大学） 

樋口夏希・野村優太・姫野由香 

佐藤誠治 

(437) 

757  

印象評価による風水景観の特性把握に関する研究 

―韓国農村集落における風水景観に関する研究 そ

の16― 

○野村優太（大分大学） 

樋口夏希・矢次延行・姫野由香 

佐藤誠治 

(441) 

758  

風水景観と印象評価の関係性に関する研究 

―韓国農村集落における風水景観に関する研究 そ

の17― 

○樋口夏希（大分大学） 

野村優太・矢次延行・姫野由香 

佐藤誠治 

 

(445) 

759  
都市の居場所としての河川空間についての研究 

 

○福原詢子（九州工業大学） 

佐久間治・久保井将太 
(449) 

760  

全国における広域景観計画と景観形成の傾向 

―広域景観計画未策定地域における景観維持の方針

を対象として― 

○松本彩花（大分大学） 

姫野由香・牛苗・野本昴 

佐藤誠治 

(453) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 
▶  １５：１４ ～ １５： ５６     －－－－－－－－－－－ ＧＲ：磯田節子 ，司会 ：中村未波 

761  

身近な生活環境における緑の認知と利用形態に関す

る研究（その1） 

―日岡小学校区の児童・保護者・地域住民を対象と

して― 

○中島範子（大分大学） 

室宏・山口拓也・小林祐司 

佐藤誠治 

 

(457) 

762  

身近な生活環境における緑の認知と利用形態に関す

る研究（その2） 

―日岡小学校区の空間的特性と公園緑地の評価― 

 

○室宏（大分大学） 

中島範子・山口拓也・小林祐司 

佐藤誠治 

 

(461) 

763  

住民評価による湯けむり景観の保全に関する課題の

導出（その1） 

―重要文化的景観の保全活用に関する研究― 

○野本昴（大分大学） 

姫野由香・松本彩花・牛苗 

佐藤誠治 

(465) 

764  

外来者評価による湯けむり景観の保全に関する課題

の導出（その2） 

―重要文化的景観の保全活用に関する研究― 

○牛苗（大分大学） 

姫野由香・佐藤誠治・松本彩花 

野本昴 

(469) 



765  
集約譲渡団地再生における緑を基調とした景観誘導

の協議調整 

○東晃平（佐賀大学） 

三島伸雄・渕上貴由樹・高橋正樹 
(473) 

＊GRによる総括（2分）を含む。 

 

（１６：３０ ～ １７：３０） 九州支部都市計画委員会  教養教育１号館２階１２５教室 
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