
2014年度（第54回）九州支部研究報告 

目        次（計画系） 
 

【 建築計画Ａ室 】（１題９分：発表６分，質疑３分）   講義棟２号館 ２階 小講義室１ 

►   ９：００ ～ ９：５４    －－－－－－－－－－－ 司会 : 増留麻紀子，副司会 : 亀田翔 

601  
福岡市の特別支援学校放課後等支援事業施設におけ

る空間の使い方と指導員の要望 

○鈴木佐代(福岡教育大学) 
豊増美喜・秋武由子 

（1） 

602  
中学校特別支援学級におけるクールダウンのための

空間構成に関する研究 
○親川貴矢(琉球大学) 

小倉暢之 （5） 

603  
障害者支援施設における入浴介助時の待機状況に関

する研究 
○山本裕喜(北九州市立大学) 

赤川貴雄 （9） 

604  
身体障害者通所施設における利用者の施設環境評価

と事業間交流の実態について 
○平川慧亮(北九州市立大学) 

赤川貴雄 （13） 

605  
重度・重複障害児を対象とした特別支援学校の空間

利用に関する研究 
○蓑田詩織(鹿児島大学) 

境野健太郎・山脇博紀・畠中悠里 （17） 

606  
新生児集中治療病棟（NICU）の環境改善に向けた

検討 
○大園咲子(九州大学) 

田上健一 （21） 

 

► １０：０４ ～ １０：５８  －－－－－－－－－－－ 司会 : 境野健太郎，副司会 : 蓑田詩織 

607  

コミュニケーションを促すオフィスの吹き抜けに関

する研究 
―吹き抜け内の階段とスキップフロアの可視範囲の

基礎研究― 

○深谷春香(鹿児島大学) 
鰺坂徹・増留麻紀子 （25） 

608  
近年のオフィスにおける空間構成要素の動向と執務

空間に与える影響 
○亀田翔(鹿児島大学) 

鰺坂徹・増留麻紀子 （29） 

609  

熊本県球磨郡五木村における「お堂」を中心とした

コミュニティ形成に関する研究 
―中山間地における地域活性化に関する研究（2）― 

○野口将志(熊本大学) 
植田宏・持田美沙子 （33） 

610  避難所としての公民館のあり方 ○右田大喜(熊本県立大学) 
李麗・宮里明日香 （37） 

611  
保育園児の模型による空間認知と避難経路選択に関

する研究 
○有瀬友梨(北九州市立大学) 

赤川貴雄 （41） 

612  
九州北部豪雨災害後の住民の防災意識の変化に関す

る研究 
○村田祐未(熊本県立大学) 

柴田祐 （45） 

 
（１１：３０ ～ １１：５５） 九州支部建築計画委員会      講義棟２号館２階小講義室２ 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会                中ホール 

 
 
 
 
 



► １３：３０ ～ １４：１５  －－－－－－－－－－－ 司会 : 志波文彦，副司会 : 深谷春香 

613  

E.R.ロブソン著「学校建築」におけるクラス・シス

テムの出現 
英国における小学校建築に関する計画史的研究その

7 

○満岡誠治(久留米工業大学) （49） 

614  鹿児島県における複式学級の現状と学習空間の研究 ○沖武丸(鹿児島大学) 
増留麻紀子・奥山尚美・鰺坂徹 （53） 

615  
熊本県下の木材利用学校施設における木材活用状況

に関する研究 
○筒井総一郎(熊本大学) 

桂英昭・菊地健太郎 （57） 

616  設計演習室における着座位置の選好性に関する研究 ○田中美月(北九州市立大学) 
赤川貴雄 （61） 

617  北九州市立大学における駐輪場環境に関する研究 ○木村圭孝(北九州市立大学) 
デワンカーバート （65） 

 
► １４：２５ ～ １５：１０  －－－－－－－－－－－ 司会 : 井上朝雄，副司会 : 永田正明 

618  
公共図書館の音環境におけるサウンドスケープ・デ

ザインの可能性 
○平柳伸樹(鹿児島大学) 
ベンライサミ・鰺坂徹・増留麻紀子 （69） 

619  
図書館づくりに関する研究 
1. 図書館づくり運動の計画手法 

○秋好大地(有明工業高等専門学校) 
北岡敏郎 （73） 

620  
図書館づくりに関する研究 
2. 市民参加型図書館の可能性 

○北岡敏郎(有明工業高等専門学校) 
秋好大地 （77） 

621  

ラーニング・コモンズの計画課題 
大学におけるラーニング・コモンズの建築計画 そ

の1 

○島本春花(九州大学) 
田上健一 （81） 

622  

ラーニング・コモンズの空間特性 
大学におけるラーニング・コモンズの建築計画 そ

の2 

○島本春花(九州大学) 
田上健一 （85） 

 
► １５：２０ ～ １６：０５  －－－－－－－－－－－ 司会 : 赤川貴雄，副司会 : 田中美月 

623  
建設費助成制度からみた福岡市の集会施設の建替

え・修繕の事業背景 
○佐倉浩之(九州大学) 

田上健一 （89） 

624  

賃貸集合住宅における DIY 改修を用いた余剰スペー

スの活用に関する研究 
レンタルスペース「willeto」を対象として 

○永田正明(九州大学) 
井上朝雄・多久美聡 （93） 

625  学生主導の飲食店の企画・運営に関する研究 ○多久美聡(九州大学) 
井上朝雄・永田正明 （97） 

626  

1990 年代以降の公共複合施設における機能変更と空

間改変 
公共複合施設の運用段階における機能変更に関する

検証研究 その1 

○池添昌幸(福岡大学) （101） 

627  
用途転用施設の運用段階における機能変更に関する

研究 ○池添昌幸(福岡大学) （105） 

 
 



【 建築計画Ｂ室 】（１題９分：発表６分，質疑３分）   講義棟２号館 ２階 小講義室２ 

►   ９：００ ～ ９：５４    －－－－－－－－－－－ 司会 : 杉本弘文，副司会 : 田中謙介 

628  
近年の高さ 150m 以上の超高層住宅の住戸平面計画

に関する調査研究 
○井上翠(北九州市立大学) 

福田展淳 （109） 

629  

鹿児島県入来麓伝建地区における高齢者の住まい方

調査 
－居住生活を支えた介護者へのヒアリングより 

○立和名隆世(第一工業大学) 
河原洋子 （113） 

630  

居間の滞在時間と形態による家族生活類型 
居間中心型住宅の課題解明と計画論導出に関する研

究-第3報- 

○湯浅裕樹(大分大学) 
鈴木義弘・若本大樹・白石啓悟 （117） 

631  
女性による賃貸集合住宅のDIY 
住まい手による住空間の維持に関する研究 その３ 

○菊池沙耶(九州大学) 
井上朝雄 （121） 

632  

メトロマニラにおける低所得者用中層住宅の設計手

法 
SHEC Housing Projectを事例として 

○熊井順一(九州大学) 
田上健一 （125） 

633  
千里Aマンションの管理組合活動に関する研究 
第1報 区分所有者の状況 

○岡俊江(九州大学) 
馬場昌子・藤野雅子・三村明子 （129） 

 

► １０：０４ ～ １０：５８  －－－－－－－－－－－ 司会 : 満岡誠治，副司会 : 湯浅裕樹 

634  
戸建住宅地の街区デザインの展開とその評価 
―継続的な更新を可能とする街区モデルの検討― ○藤木玲(長崎大学) （133） 

635  

公営住宅行政におけるコミュニティ支援施策の動向 
―公営住宅の住民自主管理方式に関する研究 第 4
報― 

○佐土原洋平(九州大学) 
志賀勉・牧敦司・境祥平 （137） 

636  

地域主体による空き家の住み替えシステムの分析に

関する研究 
：中緑校区を事例として 

○木村愛莉(熊本県立大学) 
柴田祐 （141） 

637  
地方都市における経年的戸建て住宅地の居住実態 
～長崎市とその近郊の現状と課題～ 

○大脇佳歩(長崎大学) 
安武敦子 （145） 

638  

REQUISITENESS OF INCOME GENERATION 
SPACE (IGS) IN NON-IGS FAMILY FOR 
SUPPORTING SUSTAINABLE INCOME 
GENERATING ACTIVITIES 
The Case of Tawanmai Community Housing in 
Khon Kaen Province, Thailand 

○TonmitrNayatat(琉球大学) 
小倉暢之 （149） 

639  

モンゴル・ウランバートル市における集合住宅地区

の生活・居住環境に関する研究 その2 
―集合住宅居住者の生活意識・活動実態について― 

○田中謙介(都城工業高等専門学校) 
杉本弘文・川岸梅和 （153） 

 
（１１：３０ ～ １１：５５） 九州支部建築計画委員会      講義棟２号館２階小講義室２ 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会                中ホール 

 
 
 
 
 



► １３：３０ ～ １４：２４  －－－－－－－－－－－ 司会 : 安武敦子，副司会 : 大脇佳歩 

640  
大学学生研究室におけるＰＣ配置に着目したフリー

アドレスに関する研究 

○井崎梨那(熊本大学) 
位寄和久・大西康伸・弟子丸諒介 

安川晃生 
（157） 

641  
施設運用におけるセンシングデータの 3D モデルを

用いた視覚的表現手法の提案 
○杉山雄一郎(熊本大学) 

大西康伸・本間里見・仲間祐貴 （161） 

642  
執務空間の IT 機器を対象とした運用管理における

BIMの活用に関する研究 
○村川由茉(熊本大学) 

大西康伸・位寄和久・水上尭之 （165） 

643  
在来木造建築の設計における BIM 対応 3DCAD 活

用の問題点とその対応に関する研究 
○高尾亜利沙(熊本大学) 

大西康伸・本間里見 （169） 

644  地方自治体における公共ＦＭの推進に関する研究 ○清家知充(熊本大学) 
位寄和久・大西康伸 （173） 

645  
基本設計における点群データを用いた敷地周辺環境

の表現に関する研究 
○中山健吾(熊本大学) 

本間里見・大西康伸 （177） 

 
► １４：３４ ～ １５：２８  －－－－－－－－－－－ 司会 : 志賀勉，副司会 : 佐土原洋平 

646  

ネットワークモデルを用いた地域特性分析 
―離島過疎地域の施設配置と生活圏域に関する試論

― 

○桝屋有里(鹿児島大学) 
境野健太郎 （181） 

647  

過疎・高齢地域における人と人のつながりに関する

調査 
―大隅半島 S 地域の対面アンケートとネットワーク

解析の適用― 

○喜多未咲子(鹿児島大学) 
境野健太郎・古川惠子・本間俊雄 （185） 

648  

地方都市の中心市街地における空き地等の空間利用

に関する考察 
～空き家・空き地の状況と「仮設イベント」の有用

性に着目して～ 

○岡松道雄(鹿児島工業高等専門学

校) 
毛利洋子・広谷洸多 

（189） 

649  
寄宿舎への用途変更を伴ったシェアハウス改修事業

プロセスの検証 
○緒方伸悟(九州工業大学) 

徳田光弘・武田誠・松尾聡 （193） 

650  

オーダーメイド型賃貸住宅改修事業における業務実

態 
～北九州市小倉北区浅野に立地する H ビルを事例と

して～ 

○井上隆人(九州工業大学) 
徳田光弘・力丸朋子 （197） 

651  

リノベーションスクールにおける受講生の満足度評

価に関する比較検証第 
3-7回リノベーションスクール＠北九州を事例として 

○小田原俊輔(九州工業大学) 
徳田光弘・長門麟太朗 （201） 

 
► １５：３７ ～ １６：２２  －－－－－－－－－－－ 司会 : 徳田光弘，副司会 : 緒方伸悟 

652  
BIM 対応 3DCAD を用いたシークエンス設計法の提

案と評価 

○荒木和泉(熊本大学) 
大西康伸・本間里見・香武秀和 

向吉愛 
（205） 

653  
ゲームを応用した建築デザイン学習ツールの開発と

検証 
○朝木聡一郎(鹿児島大学) 

柴田晃宏 （209） 

654  
現代建築の外観にみられる色彩表現手法に関する研

究 
○高木舞(鹿児島大学) 

柴田晃宏 （213） 



655  社会実験と観察を基にした小さな都市空間の設計 ○前田康佑(熊本高等専門学校) 
磯田節子 （217） 

656  
鹿児島市天文館地区における街路立面の景観特性に

関する研究 
○加賀山岳志(鹿児島大学) 

柴田晃宏 （221） 

 


