
第４０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 21 日（木）～22 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（会員／会員外）1,000 円 

資料：別売（CD-ROM および PDF ファイルを送付）  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）    80 名→95 名 ※定員数を増加いたしました。 

（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 13 日）・お支払期限（7 月 14 日） 

   ○Ｗｅｂ申込み 

https://www.aij.or.jp/event/detail.html?productId=663972 
（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：8 単位／2 日目：8 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 E-mail：oikawa@aij.or.jp 

（懇親会） 日時：7 月 21 日（木）18:30～20:30 

 開催方法は当日お知らせします 

 

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 21 日（木） 

開会の挨拶（8:55～9:00）    山田あすか（東京電機大学） 

Ⅰ．福祉施設（1）（9:00～10:00）                          山田あすか 

1．都市公園内に設置された保育園の外遊び環境と保育活動の実態 

◯野田奈未紀（京都工芸繊維大学），小林茉矢，高木真人 

2．駅型保育施設における園外保育の移動経路と道路整備環境の実態把握 

―関東圏主要鉄道会社 7 社の駅型保育施設を対象として― 

○山﨑晋（日本大学） 

3．活動内容に応じて場所移行が可能な 0～1 歳児の保育空間 

○藤田大輔（福井工業大学），青木一実 

4．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 

―動作の見られやすさから見た遊び場所の特性に関する研究― 

◯西本雅人（福井大学），日比野拓 

Ⅱ．福祉施設（2）（10:00～11:00）      中島美登子（香川大学） 

5．高齢者暮らし環境及び生活活動実態調査からみる地域施設整備の定量的分

析 

○梅林（広島国際大学） 

6．地域包括ケアシステムの計画圏域と介護の利用実態に関する研究  

―栃木県α市を事例として― 

○竹澤くるみ（宇都宮大学），佐藤栄治 

7．高齢者施設における「見守りシステム」の活用と運用に関する研究 

―職場環境と見守り対応への取り組みについての報告― 

○山田義文（日本大学） 

8．事業者アンケートを通じた高齢者介護施設における介護ロボット・機器・ICT の

活用実態に関する研究  

○ゴ ジュンソウ（東京電機大学），山田あすか 

Ⅲ．福祉施設（3）（11:00～12:00）                小篠隆生（北海道大学） 

9．大牟田市における地域交流施設を通じた高齢者の交流関係の変化に関する

研究 

○中島美登子（香川大学） 

10．共生型サービス事業所の空間構成と利用者の活動様態に関する研究 

○土屋駿平（東京電機大学），山田あすか 

11．障害者支援施設エルピザの里 

○古賀政好（竹中工務店／東京電機大学） 

12．オープンプラン型／複合施設内にある保育施設における障がい児保育とその 

環境に関する研究 

◯林志伸（東京電機大学），古賀政好，山田あすか 

Ⅳ．計画基礎 (1)（13:00～14:00）                細田智久（島根大学） 

13．新たな空間評価手法による地方都市のデザインガイドラインの方向性 

―北海道東川町を事例とした適疎 INDEX の可能性―  

◯小篠隆生（北海道大学），佐々木嵩，上木翔太，加野和奏，寺嶋啓介 

14．福島県内の幼保施設における木質化の影響 

―教職員を対象とした調査分析― 

○宮﨑渉（日本大学），浦部智義，鈴木康太，池田チムル 

15．事例紹介 Website「PROJECTS’CATA-LOG」の利便性向上のための利用実 

態・実証調査 

○加藤瑞基（東京電機大学），山田あすか，村川真紀 

16．建築ストックの有効活用に資する減築手法の類型化と減築の概念整理 

○吉村英祐（大阪工業大学），今岡大亮 

Ⅴ．計画基礎（2）（14:00～15:00）              中井孝幸（愛知工業大学） 

17．就業者の休憩・休息行為に関する考察 

―プレイスメイキング社会実験調査 2016 とコロナ禍の比較― 

○三友奈々（日本大学） 

18．地域施設のニーズと日常の暮らしの意識による市街地開発事業導入の検討

の必要性に関する研究―兵庫県西宮市瓦木地区に着目して― 

○副島脩平（日本都市技術） 

19．北海道美唄市南美唄地区共同浴場の維持に関する課題考察 

                ◯佐藤駿生（北海道大学），森傑，野村理恵 

20．人口減少地域における地域福祉事業の活性化 

―地域共生社会の実現に向けた地域福祉事業の展開手法― 

                                 ○佐藤栄治（宇都宮大学），竹澤くるみ 

Ⅵ．計画基礎（3）（15:00～16:00）                大島秀明（福山大学） 

21．まち・ひと・しごと創生総合戦略とそのモデル事業の類型化による認識する課 

題と解決策パターンの分析 

○山田あすか（東京電機大学），宮崎文夏 

22．「福祉起点型共生コミュニティ」の類型整理に基づく多様な事例の実態と課題 

金子亜里砂（東京電機大学），○山田あすか 

23．公共施設再編における地域の特性に対応した施設評価モデル構築に関する 

一考察―千葉県の市レベルの自治体を対象として― 

○大坊岳央（UR リンケージ），古田莉香子，廣田直行 

24．CLT 建築物の生産システムに関する研究 

―CLT の製造と移動の実態― 

○髙橋岳志（日本大学） 

Ⅶ．計画基礎（4）・各種施設（1）（16:00～17:00）     天野克也（東京都市大学） 

25．施設建築物における木造化の検討 ―救護施設/NH を事例として― 

◯髙橋岳志（日本大学），濱尾博文 

26．平面状に定位可能な芝生空間における人の滞在場所選択に関する研究 

○坂村大地（東京電機大学），山田あすか 

27．歴史文化遺産の保存と活用の価値についての考察 

―ヘリテージマネージャーの活動事例から― 

○信藤勇一（京都市立芸術大学） 

28．公共スポーツ施設「豊中市立グリーンスポーツセンター」の多機能化に向けた 

取り組み 

○伊丹康二（武庫川女子大学） 

Ⅷ．各種施設（2）（17:00～18:15）                西野辰哉（金沢大学） 

29．伝統的建造物群保存地区における住民の趣味園芸の場としての空き地利用 

に関する研究―八女福島伝建地区での事例研究― 

◯内野絢香（地域計画建築研究所），加藤浩司 

30．火葬場の機能向上による長寿命化計画について 

   ―静岡県伊豆斎場― 

○武田至（火葬研），井上均 

31．山間集落におけるワーケーション整備事業を通じた関係人口創出の試み 

―三重県熊野市育生町赤倉集落を対象として― 

○多田正治（多田正治アトリエ），佐野こずえ 

32．メガイベントにおけるレガシー計画に関する研究 

―東京オリンピック 2020 大会関連施設をモデルケースとして― 

○河本燿杜（名鉄都市開発），古田莉香子，広田直行 

33．「合葬墓」の形態デザインの類型化と傾向に関する研究 

   ―Website キーワード検索「合葬墓」における形態デザイン― 

○藤枝秀樹（愛知産業大学） 

 



■第 2 日 7 月 22 日（金） 

Ⅸ．教育施設（1）（9:00～10:15）                          小篠隆生 

34．施設一体型小中連携校における学校図書館の配置と利用意識からみた施設

計画に関する研究 

○桶澤舞美（愛知工業大学），中井孝幸 

35．近畿圏 3 大学での利用調査によるキャンパスにおけるコモンスペースのテラス

席利用度合いに影響を与える物理的要因に関する研究 

○吉岡聡司（大阪大学），西丸美愛子，横田隆司，伊丹絵美子，青木嵩 

36．公立小学校の統廃合による遠距離通学とこどもの自立移動性の実態 

   ―中山間地域における小学校高学年を対象として― 

○後藤詩乃（京都工芸繊維大学），高木真人 

37．三戸町立三戸小学校・三戸中学校における施設利用実態 

―施設一体型小・中学校における施設利用デマンドの把握― 

○簗瀬千尋（八戸工業高等専門学校），馬渡龍，小藤一樹 

38．公共図書館における利用者の居場所と同伴形態からみた滞在型利用行動に

関する研究 

○河内駿（愛知工業大学），中井孝幸，山田珠莉 

Ⅹ. 教育施設（2）（10:15～11:30）          下倉玲子（呉工業高等専門学校） 

39．複合型図書館の新設移転による図書館選択と使い分け行動に関する研究 

―奥能登地域の図書館を事例として― 

○中井孝幸（愛知工業大学），河内駿，山田珠莉 

40．17 道府県の公共図書館に対するアンケート調査から得た災害対策について 

の考察 

○佐藤晴基（JR 東日本ビルテック），門倉博之，恒松良純 

41．福島県沖地震(2021 年)における図書館閉架書庫の被害調査と地震対策につ

いての一考察 

○小野寺廉（東北学院大学），門倉博之，大江真帆，恒松良純 

42．東日本大震災における図書館の被害と復旧に向けた取り組みについての調

査  

○恒松良純（東北学院大学），佐藤晴喜，門倉博之 

43．地方都市における移動図書館の再価値化 ―COVID-19 流行前の福岡県内

での移動図書館実施状況と福岡県八女市でのケーススタディ― 

○加藤浩司（小山工業高等専門学校） 

Ⅺ. 文化施設・商業施設（1）（13:00～14:00）          歳森敦（筑波大学） 

44．寺院による地域活動の分類整理と活動時の寺院境内の使われ方及び利用者

の意識に関する研究 

◯豊島葵（東京電機大学），村川真紀，山田あすか 

45．図書のある共有リビングをもつ居住施設の運営実態と活動・滞在様態の報告 

―「本を媒介としたコミュニティ拠点」に関する研究 その 1― 

○横山拓海（東京電機大学），山田あすか 

46．劇場・音楽堂等のマネジメントの実態に関する研究 

―自治体規模による分析― 

○宮地宏征（早稲田大学），藤井由理，古谷誠章 

47．ベビー休憩室の設置実態と利用者意識の関係について  

―福岡市を対象として― 

○若竹雅宏（福岡女子大学），広田直行 

Ⅻ. 文化・商業施設（2）（14:00～15:00）              横田隆司（大阪大学） 

48．湖北の自然とまちやの暮らしを満喫できる別荘のような宿「まちやの宿いろは」 

○荻原雅史（東京電機大学），平尾笑香，高村祐未 

49．地域活性化の拠点となる宿泊施設の分類整理と宿泊客の行動実態について

の報告 

○平尾笑香（東京電機大学），荻原雅史，山田あすか 

50．重伝建地区における古民家等を活用した宿泊施設の実態 

○高井宏之（名城大学） 

51．居酒屋店における食事空間に関する研究―神戸市および高知市を事例に― 

○三宅正弘（武庫川女子大学） 

XIII. 文化・商業施設（3）（15:00～15:45）             落合正行（日本大学） 

52．大津の文化や人々の営みを利用して地域活性化を計る商店街ホテル「ホテル

講 大津百町」 

○平尾笑香（東京電機大学），高村祐未，荻原雅史 

53．社外の人も利用できる企業内コモンスペースの開設・空間・機能・利用の実態 

○伊丹絵美子（大阪大学），小林尚矢，横田隆司，青木嵩 

54．重点道の駅に関する研究 

廣田篤彦，戸村優，佐藤晟矢，山際啓太，佐々木力太， 

鈴木隆央，○黒坂騎羅弥（日本大学） 

 

 

 

 

XIV. 医療施設（15:45～17:00）                   池添昌幸（福岡大学） 

55．若年者の地域包括ケアの入り口，多職種チームによるケースマネジメントの拠

点 若年者ワンストップ相談センター SODA 

○米ケ田里奈（東京電機大学），山田あすか，村川真紀， 

内野敬，小辻有美，田中邦明，根本隆洋 

56．組合員が参加するワークショップを通した医療複合施設への環境評価とその 

意識 ―医療生協さいたま川口診療所の建替プロジェクトに関する POE 研究  

その 1― 

◯正能健太（東京電機大学），村川真紀，山田あすか 

57．地域包括ケア病床および病棟の機能整理と看護動線に着目した空間構成の

実態―関東圏の病院を対象に― 

◯太田広奈（東京電機大学），村川真紀，山田あすか 

58．医療・福祉・健康を支援する地域拠点 4 事例での運営・利用実態報告  

―地域密着型ウェルネス・コミュニティ拠点についての研究 その 1― 

○原田豪（東京電機大学），村川真紀，山田あすか 

59．「日常と災害時をシームレスにつなぐ保健所」計画指標に関する考察 

◯小林健治（摂南大学），木多彩子，池内淳子 

XV. 居住施設・防災（17:00～18:00）          高木真人（京都工芸繊維大学） 

60．島根県松江市の避難所の指定・運用及び 2021 年の開設実態に関する研究 

○細田智久（島根大学），高野朝陽，三島幸子 

61．地下街における接続ビルの閉鎖と避難誘導方策が群衆避難に与える影響分 

析 

○本井響貴（大阪工業大学），山口行一 

62．DIY を含む住宅改修の事例整理による住民の住まい意識とその変化に関する

研究 

○岡田一希（東京電機大学），山田あすか 

63．十和田実証住宅における室内環境の特性 

○馬渡龍（八戸工業高等専門学校），庭田茂慧 

 

閉会の挨拶（18:00～18:05）            小篠隆生（北海道大学） 

 

■設計・計画部門 分野 2（地域の住環境整備やまちづくり、地域施設の新しいあ

り方についての事例紹介） PROJECTS’CATA-LOG 掲載論文（口頭発表なし） 

64．「自宅で自分らしく死ねる」社会を実現するための地域包括ケア病棟に特化し

た病院 医療法人社団焔 おうちにかえろう。病院 

◯太田広奈（東京電機大学），村川真紀，山田あすか 

65．局所的高齢化を見せる戸山ハイツの中にある，医療，介護，生活の相談室 

暮らしの保健室 戸山 

○原田豪（東京電機大学），米ケ田里奈，村川真紀，山田あすか 

66．認知症カフェの取組経験を活かした，さまざまな病気や障がい，生活上の困

りごとの相談窓口 ふらっと相談 くらしの保健室 たま 

○原田豪（東京電機大学），米ケ田里奈，村川真紀 

67．ちゃぶだいを囲んで集い語らい街を宿の機能として利用しながら滞在するま

ちやど ちゃぶだい Guesthouse, Cafe & Bar 

○平尾笑香（東京電機大学），高村祐未，荻原雅史 

68．京都の中心地にある「５棟で１つのホテル」をコンセプトにする分散型ホテル

THE GENERAL KYOTO（ENSO ANGO) 

○平尾笑香（東京電機大学），高村祐未，荻原雅史 

69．京都の「暮らし」を覗く旅を提供するまち結い分散型民泊「Kamon Inn」 

○平尾笑香（東京電機大学），高村祐未，荻原雅史 

70．自閉症児を包摂する独自の混合教育を実践する幼稚園 

○村瀬達也（東京電機大学），古賀政好 

71．「福祉亭」の取り組みについて 

○下平真由（東京電機大学），山腰真也，村川真紀 


