
第３９回地域施設計画研究シンポジウム 

＜主催＞建築計画委員会 施設計画運営委員会 地域施設計画小委員会 

 地域施設計画関係の研究や計画に係る人材は、建築計画、都市計画、農村計

画、建築史などの広範囲な分野に及び、また全国の各地の地域性もあり、それら

の各分野・各地域の研究、および計画者がそれぞれの研究や計画の成果を持ち

寄り、議論を展開することにより、新たな研究や計画へと発展させる機会を得ること

は、地域施設計画の関係者相互にとって大変意義深いと考える。シンポジウムで

は、地域施設計画研究のこれまでの成果ならびに最新の研究成果の発表を行い、

計画研究者ならびに計画実務者に有効な情報を提供する機会とする。 

（期 日） 7 月 15 日（木）～16 日（金） 

（会 場） オンライン開催（Zoom） 

（参加費） 会員 3,000 円、会員外 4,000 円、学生 1,000 円 

資料：別売（CD-ROM および PDF ファイル送付）  会 員：4,000 円 

会員外：4,700 円 

  　※シンポジウム終了後には、CD-ROM を建築書店で購入できます。 

（定 員）    　　60名→80名　定員増加いたしました。

（申込方法）   オンライン開催のため、要事前申込 

申込み締切日（7 月 7 日）・お支払期限（7 月 8 日） 

○Ｗｅｂ申込み

https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=645244 
（支払方法）  ①クレジットカード決済 

②現金書留

 Web 申込みのうえ、申込み完了メール（コピー可）用紙を参加費と

併せて下記、問合せ先へご郵送ください。 

※申込後の参加費払戻し、他シンポジウムへの参加費振り替えは 

   致しませんので、ご注意願います。 

（アクセス方法） 開催日前までにメールでお知らせ致します。 

（建築 CPD）  1 日目：7 単位／2 日目：7 単位 

（問合せ先）  〒108-8414 

東京都港区芝 5-26-20 

一般社団法人 日本建築学会 事務局事業グループ 及川宛 

TEL：03-3456-2051 FAX：03-3456-2058 E-mail：oikawa@aij.or.jp 

（懇親会） 日時：7 月 16 日（金）19:00～20:00 

場所：オンライン、アクセス方法は当日お知らせします 

会費：無料、接続前にご自分用の飲食物をご用意ください。 

プログラム（発表時間：1 題あたり 15 分（発表 10 分、質疑 5 分）、○印は発表講演者） 

■第 1 日 7 月 15 日（木）

開会の挨拶（9:55～10:00）      山田あすか（東京電機大学） 

Ⅰ．居住施設（1）（10:00～11:00）   横田隆司（大阪大学） 

1．外国人技能実習生の居住環境に関する現状と課題 

○小野晶実 （京都工芸繊維大学），吉田英司，阪田弘一

2．多様なコミュニティ形成の拠点となる住宅利用 

―「住み開き」の運営実態の整理― 

○森千紘（東京電機大学），村川真紀，山田あすか

3．成長期の住まいにおける世代間差と住環境の評価 

―「振り返り」に基づいた住環境の有り様に関する研究(2)― 

○山田あすか（東京電機大学），高橋愛香

4．学生寮の空間利用に関する研究 ―プライベートスペースの利用に着目して― 

○中島美登子（香川大学）

Ⅱ．居住施設（2）（11:00～12:00）                 細田智久（島根大学） 

5．郊外住宅団地における産官学連携によるまちづくり活動に対する住民の意識と

関与 ―兵庫県三木市緑が丘町・志染町青山地区を対象として― 

○中山詩歩子（大阪大学），伊丹絵美子，出口寛子，横田隆司，飯田匡

6．郊外住宅団地での自治会活動への転入者の意識と負担感の低い団地での地

域運営 ―関西の 3 団地を対象として― 

○伊丹絵美子（大阪大学)，横田隆司，伊丹康二

7．市営住宅の更新期に向けた居住実態を踏まえた居住者支援のあり方の検討 

―政令指定都市 A 市におけるケーススタディ― 

○押尾萌加（東京電機大学），山田あすか，村川真紀

8．住民の住み続け意向と居住地区に対する環境評価との関連性 ―超高齢化住

宅地の持続的再生に向けた福祉転用マネジメントに関する研究 その 2― 

○杉山正晃（大阪市立大学），加藤悠介，李鎔根，⼤原⼀興，森⼀彦

Ⅲ．教育・文化施設（1）（13:00～14:00）   吉村彰 

9．自閉症児クラスを有する小学校の児童の滞在と交流活動に関する研究 

―COVID-19 による運営動向を含めた調査分析― 

○村瀬達也（東京電機大学），古賀政好，山田あすか

10．築年数が経つ劇場・ホール建築における運営の現状と課題に関する研究 

―郡山市民文化センターを対象とした住民調査と改修履歴に基づく分析― 

○山田義文（日本大学），浦部智義，飯村萌

11．学校図書館における生徒の利用意識と滞在場所からみた図書館像に関する

研究 

○中村勇太（愛知工業大学），中井孝幸，桶澤舞美

12．中央館新設の複数館設置地域における図書館利用行動に関する研究 

―滋賀県長浜市立図書館の新旧比較をケーススタディーとして― 

○駒田浩基（愛知工業大学），中井孝幸，奥山堅太

Ⅳ．教育・文化施設 (2)（14:00～14:45）   山田あすか（東京電機大学） 

13．施設一体型小中学校における施設利用デマンドの把握 

○馬渡龍（八戸工業高等専門学校），小藤一樹

14．建築系学科をおく工業高等学校における主体的な学習活動からみた学

習空間の場所選択に関する研究 

○桶澤舞美（愛知工業大学），中井孝幸

15．大学キャンパスのオープンスペースにおける単独利用者の居心地良さと満足

度の検討 ―大阪大学豊中キャンパスを対象として― 

○吉岡聡司（大阪大学），木村優，横田隆司，飯田匡，伊丹康二

Ⅴ．各種施設（1）（14:45～15:45）  池添昌幸（福岡大学） 

16．利用者意識と滞在行為からみた市庁舎における居場所形成に関する研究 

○奥山堅太（愛知工業大学），中井孝幸，桃原勇二

17．廃校を利活用した地域交流施設における自由活動スペースに関する研究 

○植木柚花（名古屋大学），小松尚

18．多文化共生に向けた地域日本語教室の特徴に関する研究 

○三宅正弘（武庫川女子大学）

19．東京都足立区における海外にルーツを持つ住民の地域活動拠点に関する研

究 ―日本語学習拠点と宗教的コミュニティに着目して― 

  ◯米ケ田里奈 （東京電機大学），村川真紀，山田あすか 

Ⅵ．各種施設（2）（15:45～17:00）               中島美登子（香川大学） 

20．子育て世代包括支援センターの取組内容と今後の計画課題 

○仲綾子（東洋大学），谷口新

21．“保育者・保育学生のためのコミュニティスペース「ぴたカフェ」”の利用実態 

○新実希帆（東京電機大学），齋藤美優，村川真紀，山田あすか

22．郊外団地型分譲マンションのセンター地区における子ども食堂の可能性に関

する研究 

○坪井悠里子（横浜国立大学），天野克也

23．空き家活用のプロセス及び社会組織との関係からみたコミュニティ・ハブの形

成に関する研究 

○森悠祐（大阪大学），松原茂樹，下田元毅，木多道宏

24．火葬炉設備と火葬場での葬送行為との関連性と変化の可能性について 

○武田至（火葬研）

■第 2 日 7 月 16 日（金）

Ⅶ．医療・福祉施設 (1)（10:00～11:00）        西野辰哉（金沢大学） 

25．複廊下型病棟 I 病院における病棟看護師の活動量と看護負担感の関係に関

する研究  

―中廊下型病棟 A 病院とナーシングホール型病棟 H 病棟との比較を通して― 

○佐藤栄治（宇都宮大学），佐藤岬，村川真紀，山田あすか

26．医療施設の木質化に関する研究 ―小児科診療所に着目して― 

○宮﨑渉（日本大学），浦部智義，早川真介，影山大晃

27．「福祉起点型共生コミュニティ拠点」事例のオープンデータベース 

―Website の構築と検証― 

榎村賢（東京電機大学），山田あすか，村川真紀，○加藤瑞基，峯健人 

28．住民がもつ福祉転用ニーズに関する研究 ―超高齢化住宅地の持続的

再生に向けた福祉転用マネジメントに関する研究 その 3― 

○加藤悠介（金城学院大学），李鎔根，杉山正晃，大原一興，森一彦

Ⅷ．医療・福祉施設 (2)（11:00～12:00）  細田智久（島根大学） 

29．障害者入居施設での高齢化の実態と環境整備についての研究 

○芝山竣也（東京電機大学），古賀政好，山田あすか

30．活動場所が緩やかに分かれた０～２歳児保育空間の設計意図とその活動実 

態 

○藤田大輔（福井工業大学) ，青木一実

31．子どもの基礎運動能力が向上するための遊び環境づくりに関する研究 

―体力の違いによる遊びに含まれる 36 動作の種類数の差― 

○西本雅人（福井大学），山口仰，日比野拓

32．保育施設におけるタイプの異なる遊び場での外遊び時の移動距離の比較 

○高木真人（京都工芸繊維大学），井上翔太，高橋健太朗

https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=645244
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取り消し線



Ⅸ．商業施設・防災（13:00～14:15）                大島秀明（福山大学） 

33．地方活性化の拠点となる宿泊施設の立地地域と建築・機能的特徴による類型

化と運営概要の報告  

○恵谷優希（東京電機大学），荻原雅史，山田あすか，村川真紀 

34．地方都市の商店街での仮設イベント計画に関する研究  

―京都府福知山市新町商店街を事例として― 

○東野唯（京都工芸繊維大学），阪田弘一，谷口知弘 

35．島根県邑南町日貫集落の古民家を改修した宿「日貫一日」の運営方法などに

関する研究 

○細田智久（島根大学），井手添百香，三島幸子 

36．令和元年台風 19 号による東京都市大学周辺地区居住者の避難実態  

○浦大二郎（東京都市大学），天野克也 

37．立地適正化計画の策定過程における合意形成および水害対策との関係 

―近畿地方の自治体への調査結果から― 

○七野司（大阪大学），土井海志，横田隆司，飯田匡，伊丹絵美子 

Ⅹ. 計画基礎 (1)（14:15～15:30）                   歳森敦（筑波大学） 

38．つくば公園通りにおける「楽しむ移動」に着目した病院利用者の通行動線に関

する考察 

◯三友奈々（日本大学），渡和由 

39．「紡ぎの庭」における滞留形態に関する考察 

―仮設ファニチャーを設置した社会実験を通して―  

◯三友奈々（日本大学） 

40．中山間地域における今後の地域持続に関するアンケート調査 

―福島県・水舟集落における地域の現状把握と今後のあり方について― 

○森野耕司（東京電機大学），荻原雅史，村川真紀，佐藤栄治，山田あすか 

41．公立小中学校規模の将来推計に基づく施設再編シミュレーションスタディ 

―千葉県 I 市・宮城県 S 市・新潟県 J 市を事例として―  

○島根大輝（東海大学），山﨑俊裕 

42．統計資料から見た中大規模ＣＬＴ建築物に関する基礎的研究 

◯髙橋岳志（日本大学），速水清孝 

Ⅺ. 計画基礎(2)（15:30～16:45）                 小篠隆生（北海道大学） 

43．異種構造による増築が行われた小規模テナントビルのリノベーションの可能性

の検討 

○今岡大亮（大阪工業大学），鄭成龍，橋本康平，吉村英祐 

44．大学が関与するまちづくり拠点の運営と利用に関する研究 

○伊丹康二（武庫川女子大学），門田啓暉，横田隆司，飯田匡 

45．大阪府ヘリテージマネージャー育成講座の記録と総括 

○阪田晴宏（阪田設計工房） 

46．工業集積地区における操業環境評価にみる地域施設の要求特性に関する研

究 ―八尾空港周辺を対象として― 

○副島脩平（大阪工業大学），岩崎義一，山口行一，北中大輔 

47．人口減少社会下の地方小都市における小学校区レベルでの地域の活動拠

点形成に関する実践的研究 ―熊本県荒尾市万田中央地区「万田中央ふれ

あいハウス」についての事例報告― 

○加藤浩司（有明工業高等専門学校） 

 

閉会の挨拶（16:45～16:50）              歳森敦（筑波大学） 


