
2016年度（第56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） １号館２階１番講義室 

► ９：００ ～ ９：４５ －－－－－－－－－－－ 司会 : 池添昌幸，副司会 : 田代拓也 

601  

ストックデザインアンドマネジメント教育プログラム

の実施と改善 

− エリアマーケティング学とストックマネジメント学

を対象として−  

○舘野明日香(九州工業大学) 

徳田光弘 

602  VRによる 3D実施設計図書の問題解決に関する研究 
○宮崎祐輝(熊本大学) 

大西康伸 

603  
視覚障がい者の空間認知教育のための情報技術を用い

た建築模型製作に関する研究 

○岸啓明(熊本大学) 

大西康伸 

604  

こどもの遊び環境活性化のための空間計画視点と活動

プログラムについての研究 

− 幼稚園・保育園の施設事例を通して−  

○今井智也(九州工業大学) 

佐久間治・石橋凌 

605  

米国オーバーン大学建築学部ルーラルスタジオの取り

組みについて 

− 過疎地域・低開発地域を指向した建築教育プログラ

ムの展開に関する研究−  

○野坂直央(鹿児島大学) 

木方十根 

 

► ９：５０ ～ １０：３５ －－－－－－－－－－－ 司会 : 西村謙司，副司会 : 張航 

606  
Linkographyを用いた設計プロセスにおけるブレイク

スルーに関する研究 

○河村悠希(鹿児島大学) 

柴田晃宏 

607  
評価グリッド法を用いた建築内部空間における分節要

素の評価構造に関する研究 

○明治強照(鹿児島大学) 

柴田晃宏 

608  
熊本地震後の拠点避難所における運営・利用実態 

～建築シャドウプランに関する基礎的研究～ 

○松吉大地(九州大学) 

森島まりな・田上健一 

609  

街路に面した集合住宅の外構の計画と活用方法に関す

る研究 

− 福岡市東区香陵校区を事例として−  

○田代拓也(九州大学) 

末廣香織 

610  

建築家の建築作品のデジタルアーカイブに関する基礎

的研究その２ 

没入式 VRを用いたデジタルアーカイブの運用 

○李上(九州大学) 

井上朝雄 

 
（１１：００ ～ １１：４０） 九州支部建築計画委員会 １号館２階１番講義室 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会 総合教育研究棟３階大講義室 

 
► １３：３０ ～ １４：２４ －－－－－－－－－－－ 司会 : 志波文彦，副司会 : 福本七海 

611  
クラスルーム・システムの誕生と我が国への伝播 

英国における小学校建築に関する計画史的研究その 9 
○満岡誠治(久留米工業大学) 

612  
小学校の収納状態と児童の学習生活の関係について 

大分市における小学校の収納問題に関する研究 

○張航(日本文理大学) 

西村謙司 



613  

熊本県下の公立小中学校における廃校再利用に関する

研究 

− 社会福祉施設の転用事例について−  

○江口信(熊本大学) 

桂英昭 

614  鹿児島県における複式学級の学習空間に関する研究 
○松田寛敬(鹿児島大学) 

増留麻紀子・鯵坂徹 

615  幼稚園の認定こども園の移行に伴う課題に関する研究 
○湊千明希(九州大学) 

井上朝雄 

616  
授業時間外における校舎内の避難流動予測に関する研

究 

○小嶋晃平(熊本高等専門学校) 

勝野幸司・下田貞幸 

 
► １４：２９ ～ １５：２３ －－－－－－－－－－－ 司会 : 増留麻紀子，副司会 : 松田寛敬 

617  
来館目的と滞在空間からみた複合公立図書館の利用実

態 

○福本七海(九州大学) 

志波文彦・中野雄貴 

618  
用途転用図書館の改修手法に関する研究 

− 従前用途の分類による改修要素の分析−  

○内藤沙耶(佐賀大学) 

平瀬有人 

619  

愛知県地域文化広場事業における公共複合施設の長期

利用と機能変更 

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 3 

○池添昌幸(福岡大学) 

620  
別府市における共同温泉併設型公民館の建築計画的課

題 

○松岡彩果(九州大学) 

田上健一 

621  街区構成パタンに基づくシビックコア形成 
○村山叡(九州大学) 

田上健一 

622  
ラフ集合を用いた放課後等デイサービスの室内空間の

選好性に関する研究 

○有瀬友梨(北九州市立大学) 

赤川貴雄 

 

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

► ９：００ ～ ９：５４ －－－－－－－－－－－ 司会 : 小山雄資，副司会 : 鍋田成宏 

623  
地域住宅生産者の連携による住宅デザイン活動の動向

に関する研究 

○福田拓人(九州大学) 

正木哲 

624  重要文化財改修中の一般公開空間の計画課題 
○小黒雄一朗(九州大学) 

田上健一 

625  
住民参画による建築プログラムの変容プロセス 

福岡県那珂川町南畑地区移住促進事業を事例として 

○堀江壮(九州大学) 

田上健一 

626  
地方都市の再生手法と持続発展性に関する研究 

− 建物ストック活用と流通促進からみる分析−  

○井上隆人(九州大学) 

井上朝雄 

627  
簡易宿所への用途変更を伴った遵法化過程の検証 

− 長崎県五島列島福江島を事例として−  

○木村愛莉(九州工業大学) 

徳田光弘 

628  
南九州過疎地域のネットワーク解析による地域特性 

− 地域の特徴と集落の共通点･相違点の把握−  

○喜多未咲子(鹿児島大学) 

古川惠子・増留麻紀子・ 

横須賀洋平・境野健太郎・ 

本間俊雄 



 

► ９：５９ ～ １０：４４ －－－－－－－－－－－ 司会 : 満岡誠治，副司会 : 福田拓人 

629  

「地域資源」に対する認知の実態 

− 長崎県五島列島におけるフィールドスタディーを通

して−  

○松元絵美(九州工業大学) 

館野明日香・徳田光弘 

630  
福岡県内空き家バンク物件登録数・成約数を増加させ

る要因についての研究 

○吉岡智哉(九州大学) 

谷正和 

631  
活用の可能性に着目した空き家の評価 

− 五島市奈留地区を対象として−  

○阿部野はるか(九州工業大学) 

木村愛莉・徳田光弘 

632  
修繕・更新履歴を考慮したＬＣＣ算定手法に関する研

究 

○林田宜久(熊本大学) 

大西康伸・位寄和久 

633  板倉建築による熊本地震復興プロジェクト 
○杉岡世邦(九州大学) 

田上健一 

 
（１１：００ ～ １１：４０） 九州支部建築計画委員会 １号館２階１番講義室 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会 総合教育研究棟３階大講義室 

 
► １３：３０ ～ １４：２４ －－－－－－－－－－－ 司会 : 徳田光弘，副司会 : 木村愛莉 

634  
山間地域における空き家化防止に関する研究 

− 熊本県球磨郡五木村実態調査を通して−  

○吉田瑛(熊本県立大学) 

小濱光時・佐藤哲 

635  

人口減少下の地方都市における空き家・空き地の実態

について 

その３．福岡県直方市における空き家所有者の管理と

活用意向について 

○森江泰理(近畿大学) 

益田信也 

636  
鹿児島県における空き家活用の実態と課題 

− 個人による住宅外への転用に着目して−  

○鍋田成宏(鹿児島大学) 

小山雄資 

637  

千里 Aマンションの管理組合活動に関する研究 

第 2 報 管理組合の意思決定手法の考察(1) 自治会

期～管理組合前期・中期 

○下村帆美(九州大学) 

藤野雅子・馬場昌子・ 

志賀勉・岡俊江 

638  
ソーシャルミックスを指標とした郊外戸建て住宅地の

持続可能性に関する研究 

○山下素史(長崎大学) 

安武敦子 

639  

Appropriate Community Size for Effective 

Community Development and Usage of Space for 

Creating Income (SCI) 

○Nayatat TONMITR 

(Khon Kaen University) 

小倉暢之 

 
► １４：２９ ～ １５：１４ －－－－－－－－－－－ 司会 : 志賀勉，副司会 : 下村帆美 

640  

東南アジアと中国における騎楼に関する研究 その 1 

− 台北、アモイ、ペナン、シンガポールにおける騎楼

の保存の現状と保存規定−  

○陳詩微(九州大学) 

井上朝雄 

641  

東南アジアと中国における騎楼に関する研究 その 2 

− 台北、アモイ、ペナン、シンガポールにおける騎楼

の保存とリノベーション−  

○陳詩微(九州大学) 

井上朝雄 

642  
北九州市若松区における洋館付加住宅の考察 

洋館付加住宅の建築計画史的研究 第１０報 

○三代悠太(大分大学) 

鈴木義弘・山﨑基弘・犬房佳須美 



643  
洋館付加住宅における接客および家族生活領域の検証 

洋館付加住宅の建築計画史的研究 第１１報 

○山﨑基弘(大分大学) 

鈴木義弘・犬房佳須美・三代悠太 

644  
福岡県春日市光町の雁行型住宅配置の形成過程とその

効果 

○髙木滉介(鹿児島大学) 

小山雄資 

 
► １５：１９ ～ １６：０４ －－－－－－－－－－－ 司会 : 井上朝雄，副司会 : 陳詩微 

645  

産業空洞化後の振興施策による地域変容プロセスに関

する研究 

− 福岡県筑豊地域を対象に−  

○竹村潤(長崎大学) 

安武敦子 

646  
鹿児島県における農村モデル住宅事業の地域特性 

− 石川県のモデル事業と比較して−  

○山野将明(鹿児島大学) 

小山雄資・木方十根 

647  

A Study on Developing Situation of Vernacular 

Dwellings Courtyard Space in Gully Region of 

Loess Plateau 

○張涛(北九州市立大学) 

胡啓念・福田展淳 

648  
宿泊施設におけるゲストハウスの計画的特徴 

− 長崎県五島列島を事例として−  

○大久美保(九州工業大学) 

木村愛莉・徳田光弘 

649  田尾集落における空き家の実態と住民意向 
○山田祐輔(九州工業大学) 

館野明日香・徳田光弘 

 


