【都市計画Ａ室 】
（１題８分：発表６分，質疑２分）

１号館２階３番教室

► ９：００ ～ ９：３４ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 磯田節子，司会 : 羽佐古由梨
701

熊本地震においてコンビニエンスストアが果たした地域での ○山本早姫 (熊本県立大学)
役割に関する研究

柴田祐

熊本地震における応急仮設住宅居住者の生活実態に関する
○鶴田敬祐(九州大学)
研究
702
末廣香織
熊本県甲佐町白旗仮設団地を対象として
大規模災害時における避難行動としての車中泊の現状と課
○二子石里沙(熊本高等専門学校)
題
703
川口彩希・橋本淳也
熊本地震における避難行動をケーススタディとして
熊本地震における応急仮設住宅・商店街の立地に関する研
○篠原由衣(熊本大学)
究
704
位寄和久・本間里見
熊本県上益城郡益城町を事例として
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
► ９：４４ ～ １０：４２ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 下田貞幸，司会 : 二子石里沙
705
706
707

地震により被災した商店街の活性化に関する研究
平成28年熊本地震を事例として

○羽佐古由梨(熊本大学)
位寄和久・本間里見・山下祐介

伝統的な町家の被災及び修復の状況について
○磯田節子(熊本高等専門学校)
熊本地震による宇城市小川町商店街における被災状況及び
坂田純一
復旧・復興支援に関する考察（その１）
支援の状況と問題点と課題
○坂田純一(熊本大学)
熊本地震による宇城市小川町商店街における被災状況及び
磯田節子
復旧・復興支援に関する考察（その２）

708

震災復興に向けた町家の保存及び活用に関する研究
-熊本市新町古町地区を事例として-

○江藤桂(熊本大学)
位寄和久・本間里見・佐々木翔多

709

生業と暮らし方から見た農村集落の復旧プロセスに関する研 ○山内佳奈子(熊本県立大学)
究

柴田祐

集落の復興プロセスにおける人のつながりが果たした役割に
○西村多美(熊本県立大学)
関する研究
柴田祐
住民同士及び住民と外部との関係性に着目して
低平地に位置する歴史的町並みにおける住民意識を考慮し
○日高祐太朗(佐賀大学)
た避難経路分析について
711
三島伸雄・渕上貴由樹
指定避難場所への避難リスクと道路閉塞確率を踏まえて
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
710

► １０：５２ ～ １１：４２ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 三島伸雄，司会 : 西村多美
家庭・学校・地域における防災意識・活動・連携状況の評価
○廣田裕子(大分大学)
（その１）
712
道津佐三郎・小林祐司
アンケート調査による保護者の災害リスク評価
家庭・学校・地域における防災意識・活動・連携状況の評価
○道津佐三郎(大分大学)
（その２）
713
廣田裕子・小林祐司
学校と保護者の防災意識の違いについて
津波災害を想定した避難所の多様化による減災効果の検証
○村上智(大分大学)
（その1）
714
小立雄大・緒方雄基・小林祐司
大分県津久見市を対象として

715

津波災害を想定した避難所の多様化による減災効果の検証
○緒方雄基(大分大学)
（その2）
小立雄大・村上智・小林祐司
大分県津久見市を対象として

716

東日本大震災における震災遺構の保存と傾向

○安部夏海(長崎大学)
安武敦子

先進都市および被災都市における事前復興の取り組みに関
○甲斐悠介(長崎大学)
する研究
717
地域防災計画の分析を通して
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会

安武敦子

総合教育研究棟３階大講義室

► １３：３０ ～ １４：２０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 木方十根，司会 : 木山響心
718
719
720
721

福岡県新宮町新宮区における生業と集落形成に関する研究

○松尾夏花(熊本県立大学)
柴田祐

集落構造の変容にみるサスティナブルコミュニティの理想に ○大堂麻里香(大分大学)
姫野由香・牛苗・安藤万葉・
関する基礎的研究
林孝茂・西悠太
大分県姫島村北浦地区におけるケーススタディー
○林孝茂(大分大学)
大分県姫島村における生活・生業に関わる重要な景観構成
姫野由香・牛苗・大堂麻里香・
要素の特定
安藤万葉・西悠太
菊池市原井手の受益地と集落の立地に関する研究

○新川恵梨華(熊本県立大学)
柴田祐
○郝译然(九州大学)

722

人口集中地区（DID）からみる半島都市の構造

723

中国湖南省湘潭市三界村の土壁民家の調査

坂井猛・
ディビガルピティヤ プラサンナ・
高橋昂平
○李桓(長崎総合科学大学)

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
► １４：３０ ～ １５：２０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 本間里見，司会 : 新川恵梨華
中山間地域における地域活性化に向けた移住促進施策に関
○稲本渚(熊本大学)
する研究
724
位寄和久・本間里見
熊本県阿蘇郡高森町を事例として
地域活動で醸成されるソーシャル・キャピタルと定住意識の
○木山響心(九州大学)
相互的関係の研究
725
谷正和
『津屋崎千軒』に関する事例分析
大分県国東市国見町伊美地区における古家活用の変遷
○原田涼平(大分大学)
－古家・空地活用による地域再興のプロセスに関する研究
726
姫野由香・本村俊樹・太田裕喜
その1－
大分県国東市国見町伊美地区における古家活用の傾向
○太田裕喜(大分大学)
－古家・空地活用による地域再興のプロセスに関する研究
727
姫野由香・本村俊樹・原田涼平
その２－
728

大木町における循環型まちづくりに関する政策の効果の研 ○渡邊奈月(九州大学)
究

近藤加代子

729

幸福度と自己実現欲求の関係について
大木町循環のまちづくりにおけるケーススタディー

○真崎愛(九州大学)
近藤加代子・菊澤育代

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
► １５：３０ ～ １６：１２ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 有馬隆文，司会 : 渡邊奈月
730
731
732
733
734

巡礼ツーリズムを効果的に推進するための要因研究
四国霊場と篠栗霊場の事例を比較して

○宮嵜慧(九州大学)
谷正和

○安藤万葉（大分大学）
観光まちづくりのライフ・サイクル
姫野由香・牛苗・大堂麻里香・
―別府市・湯布院町の観光まちづくりにおける都市計画的要
西悠太・林孝茂
素―その1―
○西悠太（大分大学）
観光まちづくりに関する観光政策の傾向
林孝茂・姫野由香・牛苗・
―別府市・湯布院町の観光まちづくりにおける都市計画的要
大堂麻里香・安藤万葉
素―その2―
地方都市における地域資源を活用した長期滞在システムに
○熊野稔(宮崎大学)
関する研究
平岡透・波出石誠・安高尚毅
くしろ長期滞在ビジネス研究会を事例として
クラウドファンディングを用いた地域づくりの特徴に関する研 ○上村由華莉(熊本県立大学)
究

柴田祐

＊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

【 都市計画Ｂ室 】
（１題８分：発表６分，質疑２分）

１号館２階３番講義室

１号館２階４番講義室

► ９：００ ～ ９：５８ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 姫野由香，司会 : 成清大地
735
736
737

大分市中心商業地域における立体的土地利用と空間構造の ○名古屋周佑（大分大学）
変遷と評価

小林祐司

○村上大昂（大分大学）
姫野由香・鄒大雪・成清大地・
金大一・小川孝俊
廃川地が都市の工業化と市街地の拡大に及ぼした影響に関 ○守安遼真（九州大学）
黒瀬武史
する研究
高梁川廃川地と倉敷市を事例として
大分市中心市街地における駅ビル整備事業後の路線価と賃
料坪単価の変化に関する研究

○松本貴博（鹿児島大学）
木方十根・小山雄資

738

競艇場の立地特性と周辺都市環境の変容に関する研究

739

台中市旧市街地における日本統治時代都市計画の継承状 ○田坂友美（九州工業大学）
況
徳田光弘・篠川慧・野村龍二

740

台中市旧市街地における亭仔脚の利用実態

741

学校施設の統廃合のための規模・配置の適正化に関する研 ○尾上航大（熊本大学）
究
位寄和久・大西康伸

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

○篠川慧（九州工業大学）
徳田光弘・野村龍二・田坂友美

► １０：０８ ～ １１：０６ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 黒瀬武史，司会 : 守安遼真
○分領美咲（鹿児島大学）
小山雄資・木方十根

742

奄美市名瀬の市街地における大島紬生産施設群の変容

743

奄美市名瀬の中心市街地における店舗付共同住宅の所有 ○寄口美乃里（鹿児島大学）
者分析

小山雄資

○鄒大雪（大分大学）
姫野由香・金大一・村上大昂・
744
成清大地・小川孝俊
○成清大地（大分大学）
地方都市の中心市街地における公共空間の機能と空間評価
姫野由香・金大一・鄒大雪・
745
との関係性
村上大昂・小川孝俊
地方都市における特性と都市再生事業の関係性に関する研 ○小川孝俊（大分大学）
姫野由香・金大一・村上大昴・
究
746
鄒大雪・成清大地
地方都市における都市再生事業の類型化（その1）
地方都市における中心市街地を活性化する新たな都市再生 ○金大一（大分大学）
姫野由香・村上大昂・鄒大雪・
のモデル提案に関する研究
747
成清大地・小川孝俊
地方都市における都市再生事業の類型化(その2)
○川上直人（九州大学）
公民学連携のまちづくりの拠点施設の組織と立地特性に関
坂井猛・
する研究
748
ディビガルピティア プラサンナ
―アーバンデザインセンターを対象として―
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
法定基本計画事業の事業費が中心市街地の路線価に与える
影響に関する分析

► １１：１６ ～ １１：５８ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 趙世晨，司会 : 分領美咲
○スリーヌラク ナッタシット
The study on relation logic of the religious space in inherited
（佐賀大学）
749
historic city using space syntax.

三島伸雄

750

A Study of Tree Pattern and Tree species of Colonial Grid
○カイ ミイ モ（佐賀大学）
Pattern City in tropical Zone Considering Urban Morphology
Using Statistical Analysis

751

全周パノラマ画像を用いた街路空間の記述法に関する研究
-基山町長崎街道沿いの街並みの図化傾向について-

752

魚町商店街における歩行者街路の印象評価と街路構成要素 ○野見山暢（北九州市立大学）
との相関に関する研究
赤川貴雄

753

ラフ集合を用いた街路の印象評価と空間構成要素の組み合 ○直塚建治（北九州市立大学）
わせに関する研究
赤川貴雄

三島伸雄

○荒牧優希（佐賀大学）
副田和哉・平瀬有人

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。

（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 ～ １４：２０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 宮崎慎也，司会 : 直塚建治
○押江悠美（大分大学）

754

大分市中心部の緑化重点地区における緑化状況と空間構造

755

福岡市屋台における公有地占用場所の利用実態に関する研 ○篠原諒（九州大学）
究

小林祐司
趙世晨・箕浦永子

○松田悠佑（熊本県立大学）

756

熊本市古町における町屋の建物配置と暮らしに関する研究

757

集合住宅の建物分類による学生街の景観分析

758

マレーシア・ジョージタウンのショップハウスに関する研究
〜Five Foot Wayの公共性の現状〜

759

鹿児島市の傾斜住宅地における住宅アプローチ空間の特性 ○清藤彩（鹿児島大学）
に関する研究

柴田祐
○清原大樹（鹿児島大学）
小山雄資
○下田貞幸（熊本高等専門学校）
川口彩希・磯田節子・
二子石里沙・小嶋晃平
柴田晃宏

＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
► １４：３０ ～ １５：２０ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 大西康伸，司会 : 押江悠美
760
761
762

763

764

Isovistを用いたキャンパス空間の分析
―福岡大学キャンパスを事例として―

○元田凌正（福岡大学）
宮崎慎也・松永一郎・黒瀬重幸

簡易VRを利用したまちづくりワークショップ支援ツールの開
○鶴田優晴（熊本大学）
発
本間里見・位寄和久・持留将志
湯前町駅前の再開発を事例として
麓集落の立地と地域開発に関する統計的解析
○佐々木真美（鹿児島大学）
―流域圏からみた麓集落の立地構成と景観特性に関する研
木方十根・小山雄資
究―
普天間飛行場基地跡地計画における緑地計画に関する提案
○栄野川優也（琉球大学）
型研究
小野尋子
－重回帰モデルよる各湧水群の日流量と降水量の推計式の
作成と地下構造の推定－
地下鉄利用者の端末交通手段と駅立地環境との関係
福岡市営地下鉄を対象として

○樋口豪（九州大学）
趙世晨・箕浦永子

上海市における労働者住宅地の形成及び保全の取り組みに
○瞿寧幸（鹿児島大学）
ついて
木方十根・小山雄資
上海市における歴史景観保全に関する研究
＊ＧＲによる総括（２分）を含む。
765

► １５：３０ ～ １６：２８ －－－－－－－－－－－ ＧＲ : 鶴崎直樹，司会 : 樋口豪
九州地域の私立大学の移転・開設にみる大学と自治体との連
○中村直暉（鹿児島大学）
携
766
木方十根・小山雄資
地方における大学キャンパスの移転・開設に関する研究
持続可能なまちづくりための人材育成を目標とする環境教育
○鐘ヶ江綾香（九州大学）
の有効性と展望
767
近藤加代子・菊澤郁代
大木町を例として
○牛苗（大分大学）
景観まちづくりにおける市民活動団体の活動実態と活動継続
姫野由香・大堂麻里香・安藤万葉・
768
に関する研究
西悠太・林孝茂
769

学生の能力向上に向けたまちづくり参加能力尺度の開発

○古賀智之（佐賀大学）
住田裕美・増森遥香・三島伸雄

居住者と管理者意識からみる今後の戸建て住宅団地の住環
○本村俊樹（大分大学）
境維持における課題
770
姫野由香・原田涼平・太田裕喜
―大分県大分市パークプレイス大分公園通りエリアマネジメ
ントを事例として―
近隣環境による老年症候群への影響評価
○篠原幸志朗（北九州市立大学）
（その1）居場所による要介護リスク評価のためのロジスティッ
771
坂本將・安藤真太朗
ク回帰分析
近隣環境による老年症候群への影響評価
○坂本將（北九州市立大学）
（その2）居場所形成に寄与する環境要因に関するニューラ
772
篠原幸志朗・安藤真太朗
ルネットワーク分析
＊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

１号館２階３番講義室

