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Ⅰ．九州の住宅政策を巡る② 

『北九州市の住宅政策』 
北九州市建築都市局住宅部 
住宅計画課住宅政策係長 今崎 頼子 

 
１．はじめに 
 北九州市は、九州の 北部・本州との接点に位置し、

３方を海で囲まれ、200 ㎞を超える長い海岸線を有し、市

域面積の４割を森林で覆われるなど、大都市としては豊

かな自然環境に恵まれています。 
1963 年 2 月に当時の門司・小倉・若松・八幡・戸畑の

５つの市の対等合併により、九州で 初の百万都市とし

て誕生しました。その後、1974 年に行政区を再編成し、

現在の７区制となりました。 
 かつては、明治時代の官営八幡製鉄所の操業を起点に、

製造業を中心に栄え、四大工業地帯の一つとして発展し

てきました。その後、重厚長大型産業の衰退等、産業構

造の変化により、工場の移転・閉鎖や従業員の市外転出

が相次ぎ、市内には工場・社宅跡地などの広大な未利用

地が点在し、人口は減少に転じるなど、北九州市を取り

巻く社会情勢は大きく変化しました。 
そこで、1988 年 12 月に市の基本構想となる「北九州

市ルネッサンス構想」を策定し、都市の再生に向けて、

市のイメージアップをはじめ、産業や技術の蓄積を生か

した知的基盤の整備や新産業への取り組み、物流基盤の

整備などを図ることとしました。今年はルネッサンス構

想の部門別計画の目標年次を迎えており、新北九州空港

の整備など市の四大プロジェクトも総仕上げに向けて、

鋭意取り組んでいるところです。 
 
２．北九州市の現状 
（１）人口の減少、少子高齢化の進行 

北九州市の人口は、1,025 千人で発足し、1979 年 12 月

の 1,069 千人をピークに減少傾向が続き、2005 年 4 月は

995 千人となっています。 

北九州市の高齢化率（65 歳以上の人口が占める割合）

は、2004 年 9 月末現在で 21.3％と政令指定都市の中で一

番高く、一方で出生率は低下しており、少子高齢化が進

んでいます。しかし行政区別では、 も高齢化率の高い

八幡東区（27.6％）と も低い小倉南区（17.8％）で 10％ 

 

近い開きがあります。 

（２）市街地の拡大と中心部の人口減少 

高度成長期以降、郊外で住宅開発が進み、1960 年代か

ら現在までに市街地は約２倍になりました。1965 年と

2000 年の人口集中地区を比較すると中心部から郊外部へ

と拡大しており、また、1975 年から 2000 年にかけてのメ

ッシュ別にみた人口増減では、中心部の人口が大きく減

少し、郊外部が増加しています。中心部における過密状

況は解消されましたが、商業やまちの賑わいが低下する

こととなりました。 

（３）北九州市の住宅政策の変遷 

市の発足時は住宅難の解消に向け「一世帯一住宅」を

目標に取り組みましたが、1973 年には住宅総数が世帯総

数を上回るようになりました。その後「量の確保から質

の向上」を目標に掲げ、 低居住水準未満世帯の解消な

どに努めてきました。2003 年の住宅・土地統計調査では、

世帯総数 407 千世帯に対し、住宅総数 468 千戸となり、

全国でも世帯の約半分が誘導居住水準を達成する見通し

であることから、今後の住宅施策は、市場機能やストッ

クの有効活用が課題となっています。 

（４）市民の街なか居住の意向 

2001 年 12 月に実施した市民意識調査では、約７割にあ

たる市民が、住みたい場所として、郊外よりも街なか（ま

ちの中心部＋まちの中心の周辺部）を希望しています。

居住地を選ぶ理由としては、買い物や通勤通学、保健・

医療・福祉サービスが受けやすいなど利便性の高さを望

む人が多く、また、これからのまちづくりの方向として

も、「街なかを住みやすくする取り組みを進めること」を

望む人が約６割という結果になりました。 

 
３．住宅マスタープランの推進 
（１）住宅マスタープランの策定 

北九州市では、このような少子高齢化の急速な進展や

社会経済情勢の変化に対応し、資源・エネルギーや住宅

ストックの有効活用など環境問題への市民の関心の深ま

りや街なか居住の意向なども踏まえ、地域の特性を活か

しながら、計画的・総合的に住宅政策を推進するため、

今後概ね 10 年間を計画期間とする「北九州市住宅マスタ

ープラン」を 2003 年 10 月に策定しました。 

策定にあたっては、建築・住宅分野をはじめ法律や医
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療・福祉分野など幅広い分野でご活躍の学識経験者や民

間代表の方々と行政機関からなる「北九州市住宅政策懇

談会」を開催し、方向性について検討を重ねました。庁

内では、関係部局からなる推進調整会議を設置して検討

を重ねるとともに、市民や住宅関連団体から素案に対す

るご意見をいただき、 終検討を経て策定に至りました。 

今後は、社会経済情勢や市民意識の変化、街づくりの進

捗状況等を踏まえ、必要に応じて的確な見直しを図って

いくこととしています。  

（２）住宅マスタープランの構成 

住宅マスタープランは、今後概ね 10 年間の住宅政策の

指針となるもので、21 世紀に目指すまちづくりの方向と

して、「住んでみたい・あこがれのまち」「住みつづけた

い・しんらいのまち」「住んでてよかった・ふれあいのま

ち」の３つ掲げ、この方向に沿って４つの視点から様々

な具体的な取り組みを積極的に展開するものです。２つ

の基本施策のもと８つのプログラム、22 の行動計画（ア

クションプログラム）で構成され、具体的な取り組みを

実行するために先導的な役割を果たすものとして、「８つ

の新世紀プロジェクト」を設けています。 

 

【図１ 住宅マスタープランの構成】 

 

（３）新世紀プロジェクト 

新世紀プロジェクトには、学術研究と住まいが調和す

る複合都市などの取り組みを掲げ、これまでに、医療施

設や福祉施設と合築・併設した住宅が完成しています。

現在着手済みのプロジェクトの中から２つをご紹介しま

す。 

①住宅と区役所、保健・福祉施設が一体となった都市型

複合施設＜戸畑Ｃ街区＞ 

ＪＲ戸畑駅から約 800m 東南に位置しており、以前は戸

畑区役所を中心とした公的な業務・文化施設が集中する

サービス拠点地区でしたが、建物の多くが老朽化し、ま

た居住人口の減少から小中学校が統合するなどしたこと

から、「戸畑まちづくり構想」を策定して土地利用の再編

整備計画を進めることとした地区です。 

旧戸畑市民会館等の市有地の跡地（約 1.7ha）に、ＰＦ

Ｉ的手法を活用しプロポーザル方式で募集・決定した民

間事業者により、戸畑区役所、保育所や高齢者・障害者

のための福祉施設、住宅、商業・サービス施設などで構

成される多世代共生型の複合施設を一体的に整備するも

のです。 

住宅については、市営住宅（シルバーハウジング）、フ

ァミリー世帯向けの特定優良賃貸住宅及び民間の分譲住

宅の合計 200 戸を供給し、高齢者世帯から若年世帯まで

の幅広いニーズに対応できる居住環境を提供することと

しています。 

2005 年 8 月に工事着手し、公共施設部分は 2006 年度、

複合施設全体は 2007 年度にそれぞれ完成する予定です。 

住んでてよかった・ふれあいのまち

街なかの再生　　　　　　　　　　　　郊外から街なかへ

公と民との役割分担の見直し　公から民へ

少子・高齢社会での居住支援　住まいから暮らしへ

ストック重視・活用　　　　　　　　つくるからつかうへ

これからのまちづくりの新たな視点

住宅マスタープランの構成

重点的に進める具体的な取り組み（プログラム）

少子・高齢社会に対応した街なかの再生

基本施策基本施策

子育て支援プログラム

高齢者居住プログラム

街なか再生プログラム

街なか居住プログラム

住んでみたい・あこがれのまち

住みつづけたい・しんらいのまち

目指す街づくりの方向

新世紀プロジェクト

２２の行動計画

基本施策基本施策

街なか再生プログラム

官民の連携による高品質な住まいづくりと
ストックの有効活用

環境配慮プログラム ストック活用プログラム

官民連携プログラム 情報交流プログラム

【図２ 戸畑Ｃ街区イメージパース】 

 

②食・遊・住を楽しむ、海峡未来都市＜大里本町地区＞ 

 門司駅に隣接するサッポビール九州工場跡地など

22.1ha を活用し、区画整理事業などにより、駅前広場や

周辺道路の基盤整備を行うとともに、「食・遊・住」の３

つの機能が融合した「多世代が安心して暮らせる 21 世紀

の都心居住」の実現に向けて、関門海峡のすばらしい景

観を活かした商業・文化・居住の交流拠点づくりを進め、

新世紀にふさわしい都市居住を実現する住宅を供給する

ものです。 

まちづくりのイメージプロデューサに北九州市出身の

イラストレーター「わたせせいぞう」氏を迎え、魅力あ

るまちづくりを進めています。 

2004 年 10 月にまちびらきを行い、地区内では既存の赤

レンガ倉庫を活用した観光・文化施設や商業施設などと

あわせて、戸建てや中高層住宅など合計約 500 戸の住宅

が建設される予定です。 
 
４．これまでの先進的な取り組み 
ところで、北九州市ではこれまで、高齢社会対策、街

なかへの若年世帯などの定住促進策、その他環境共生な

ど、住宅政策における様々な取り組みを行ってきました。

その一部をご紹介します。 

（１）高齢社会対策 

○すこやか仕様の普及促進 

高齢社会に対応するため、民間住宅へのすこやか仕様

（床段差の解消、廊下幅の確保、手すりの設置、高齢者

等の安全性の確保、使いやすさなどに配慮した住宅）の

普及を目的に、1994 年 7 月に北九州市すこやか住宅推進

協議会が設立しました。 

建築、医療、福祉にかかわる団体、個人が各専門分野
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を超えて連携した取り組みを行うもので、協議会活動を

通じてすこやか仕様住宅への理解、高齢者住宅に対する

意識の向上、会員相互の情報交換、レベルアップを目的

に活動しています。 

北九州市では、協議会の活動支援として、登録事業者

の研修会の開催や住宅改造にかかる費用の助成などを行

っています。 

（２）街なかへの若年世帯などへの定住促進策 

○定期借地権付き分譲住宅＜天神地区＞ 

既成市街地における遊休地を活用した施策にも積極的

に取り組んでおり、この事業は、市内で高齢化率の も

高い八幡東区の小学校跡地を活用したものです。 

特に若年層の人口定住を促進するため、公有地を活用

した全国初の定期借地権付戸建住宅として、約 1.4ha の

敷地に２期に分けて計 29 戸の住宅を供給するもので、北

米スタイルの輸入住宅を中心とした美しい街並みや、低

廉な住宅価格が人気を呼び、1998 年に募集した第１期は

3.5 倍平均応募倍率で即日完売し、入居世帯主の平均年齢

も 39 歳となるなど好評を博しました。 

（３）環境共生住宅＜穴生地区＞ 

北九州市の副都心・黒崎から約 2 ㎞南西に位置し、森

や池などの自然環境が保全された社宅跡地を活用したも

のです。 

当地区を中心とする約 6.5ha を対象に、道路などの都

市基盤を整備するとともに、全国初となる環境共生高層

マンションを 1995 年に建設しました。既成市街地の再生

に大きく貢献しており全国から注目されました。 

 
５．おわりに 

近年、住宅行政は大きな変革期を迎えており、国にお

いてはこれまでの住宅政策を集中改革する大きな見直し

に取り組んでいます。特に公的賃貸住宅に関しては、地

域における多様な住宅に対する需要に的確に対応するた

め、既存ストックの有効活用と計画的な整備を一体的に

推進していく必要があります。北九州市は約 33 千戸の市

営住宅を管理していますが、概ね半数が 1974 年以前に建

てられ、ほとんどがエレベーター未設置、バリアフリー

未整備であるなど、高齢社会に対応する受け皿としては

不十分な状況にあり、建替や改善（ストック活用）など

が急務の課題となっています。 
これからの新たな仕組みでは、今後ますます地方の創

意・工夫が求められる時代となってまいりました。北九

州市ではこれまで様々な住宅施策を展開してきましたが、

今後とも、地域、民間、行政が緊密に連携し、知恵を出

し合いながら、社会情勢や市民ニーズに的確に対応した

活力あるまちづくりに取り組んでまいります。皆様のご

支援・ご協力をよろしくお願い致します。 
 
 
 
 

 
 

 

Ⅱ．研究リポート 
『郊外住宅地の転居行為に関する調査報告』 

九州大学人間環境学研究院 友枝竜一 
 
１．調査の目的 

1960年代から1970年代にかけて開発された郊外戸建住

宅地では、世帯の一斉の高齢化と住宅の老朽化を迎えて

おり、これらの経年的変化に伴う住み替えの需要が高ま

りつつある。このような郊外戸建住宅地における適切な

住み替えの誘導や住み替え後の住宅・宅地の管理・活用

のあり方について考えるためには、近年の住み替え動向

を把握することが重要な課題となる。 

そこで、転居理由および以前の住宅の所有と管理の実

態を把握することを目的として、郊外戸建住宅地から実

際に転居・転出した世帯について追跡調査を実施した。 

 

２．調査の概要 

福岡都市圏に位置する自治体において、1970 年代に入

居が開始された戸建住宅地である H 団地から、1999 年 1

月～2004年9月末までの約5年間に転居・転出した251 世

帯の世帯主を対象として、先の自治体との共同調査を郵

送によるアンケート調査として 2004 年 12 月に行った。

有効票の回収率は 30％（76／251 世帯）である。 

 

３．H 団地からの住み替えパターン 

今回の調査では、以前に H 団地に居住していた世帯に

ついて 2 世帯以上の事例がある住み替えパターンが 7 パ

ターン存在する（表１）。 

特に、戸建持家からの住み替えに注目すると、市内転

居では「戸建持家から戸建持家」が 7 世帯、市外転出で

は「戸建持家から戸建持家」が 13 世帯、「戸建持家から

民間分譲マンション」が 11 世帯であり、比較的に多い住

み替えパターンとして注目できる。 

 

表１ 転居・転出先 住まい形態別 転居・転出世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以前の住まい形態 総計 現在の住まい形態 総計
比率

（市内・
市外別）

比率
（全体）

戸建持家 7 25% 9% ①
民間分譲マンション 1 4% 1%

戸建持家 11 39% 14% ②
戸建借家 5 18% 7% ③
民間賃貸

マンション・アパート
1 4% 1%

その他 1 4% 1%
社宅・官公舎 1 戸建持家 1 4% 1%

その他 1
民間賃貸

マンション・アパート
1 4% 1%

28 100% 37%

戸建持家 13 27% 17% ④
戸建借家 1 2% 1%
民間賃貸

マンション・アパート
3 6% 4% ⑤

民間分譲マンション 11 23% 14% ⑥
公団賃貸住宅 1 2% 1%
社宅・官公舎 1 2% 1%

その他 2 4% 3%
戸建持家 4 8% 5% ⑦
戸建借家 1 2% 1%
民間賃貸

マンション・アパート
1 2% 1%

公営住宅 1 2% 1%
社宅・官公舎 1 2% 1%

その他 1 2% 1%
民間賃貸

マンション・アパート
3

民間賃貸
マンション・アパート

3 6% 4%

民間分譲マンション 1 民間分譲マンション 1 2% 1%
社宅・官公舎 1 民間分譲マンション 1 2% 1%

戸建持家 1 2% 1%
民間分譲マンション 1 2% 1%

48 100% 63%

76 － 100%

市内

戸建持家

戸建借家

総計

市内　総計

市外

戸建持家

戸建借家

未回答

市外　総計

18

8

9

2

32
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土地と住
宅を所有
している

住宅のみ
所有して
いる

所有して
いない

対象外 総計

市内 2 2 4 20 28
外 13 0 19 16 48

総計 15 2 23 36 76
市

４．転居・転出の理由 

全体の転居理由をみると、 も当てはまる理由につい

ては、同居や別居など「世帯の都合」によるものが も

多くみられる（表２）。 

転居・転出先との関係をみると、市内転居した世帯に

ついては、 も当てはまる理由として、住宅の老朽化や

機能の陳腐化に伴う「住み替え志向」が、その他に当て

はまる理由として、近隣の住民などとの「対人関係」が

比較的に多く挙げられている（表２および表３）。一方、

市外転出した世帯については、 も当てはまる理由とし

て、転勤などの「就業・就学上の理由」、その他に当ては

まる理由としては「周辺環境」、「住み替え志向」、「生活

上の不安」が比較的多く挙げられている。 

＊2つまでの複数回答 

以上のように、市内転居する世帯と市外転居する世帯

の転居理由には異なる傾向があることを確認した。 

 

表２「 も当てはまる」転居理由と転居・転出先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３「その他に当てはまる」転居理由と転居・転出先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．以前の土地・住宅の所有と管理の状態 

以前に戸建て持家に居住していた世帯について、以前

の住宅の所有状態をみると、40 世帯の内の 15 世帯が土地

と住宅を現在も所有している状態であり、またその内 13

世帯は市外転出した世帯であることが分かる（表４）。 

 

表４ 転居・転出先と以前の土地・住宅の所有 

 

 

 

 

次に、以前の住宅の管理状態をみると、何らかの形で

管理を行っている世帯が 15 世帯の内 13 世帯で大半を占

めている（表５）。 

 

表５ 転居・転出先と以前の土地・住宅の管理状況 

 

 

 

 
以上のように、日の里団地から転居した元戸建て持家

世帯の中には、再入居の可能性などを理由として現在も

その所有を続けており、継続的には居住していないが、

何らかの形で管理を続けている世帯が存在する。このこ

とは、郊外戸建住宅地における住宅施策を検討する際に

配慮すべき点である。 
 

６．今後の課題 

今回の調査では上記に示したように、住み替えパター

ンおよび転居理由、以前の住宅・宅地の管理状況につい

て確認した。この調査結果より、郊外戸建住宅地におけ

る住み替え動向は世帯の家族関係的要因など複雑化して

おり、従来の「住宅すごろく」的住み替えを基本とした

単純な傾向性から大きく逸脱していることが理解できる。

このように複雑化している住み替え動向を把握していく

ためには、より継続的で政策的に追跡調査の成果を蓄積

していくような仕組みが必要であると考えられる。 

（＊調査結果の詳細は、2005 年度日本建築学会学術講演梗概

集にて報告する予定である。） 

 

 

Ⅲ．地域の情報コーナー 
『宮崎県木造住宅耐震診断促進事業』 

宮崎県土木部建築住宅課 建築指導担当 
 
１．制度の背景 

 平成 7 年 1 月 7 日に発生した阪神・淡路大震災から既

に 10 年が経過しました。 

 6 千人を超える犠牲者を出した忌まわしい大惨事も当

地においては復興が進んできていますが、一方で平成 15

年度には宮城県や北海道において、また平成 16 年度には

新潟県と福岡県など、日本各地で震度６を超える大地震

が発生しております。このことは、日本全国でいつ大地

震が発生してもおかしくないという状況を示していると

言えます。 

 また、阪神・淡路大震災における犠牲者は、その８割

以上が倒壊家屋による圧死であり、住宅、とりわけ大多

数を占める既存木造住宅の耐震性の向上は、地震対策上

欠くべからざることであります。 

 このため、本県では平成 17 年度から既存木造住宅の耐

震対策を支援する「宮崎県木造住宅耐震診断促進事業」

を開始することとしました。 

 この制度は、建築基準法における耐震基準が強化改正

された昭和 56 年以前に建築された木造住宅について、所

有者が行う耐震診断に対して、市町村が国の補助制度を

市内 市外 総計
世帯の都合 5 9 14

　世帯分離 2 3 5

　親との同居・近居 3 1 4

　相続・郷里に帰る 0 3 3

　子との同居・近居 0 2 2

住み替え志向 8 5 13
生活上の不安 4 8 12
就業・就学上の都合 1 10 11
周辺環境 3 2 5
やむをえない事情 2 2 4

対人関係 0 2 2
高齢のため 0 1 1

趣味・志向 0 1 1
不明・未回答 5 8 13

総計 28 48 76

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

����������
����������
����������

 

市内 市外 総計

周辺環境 6 8 14

住み替え志向 6 7 13
対人関係 8 3 11

生活上の不安 1 7 8

世帯の都合 1 3 4
世帯分離 1 1 2

子との同居・近居 0 2 2

趣味・志向 1 1 2
就業・就学上の都合 0 1 1

不明・未回答 33 66 99

総計 56 96 152

����������������������������������������������������������������������������������

管理して
いない

他人に管理を
任せている

週に1～数回
程度

月に1～数回
程度

半年に1～
数回程度

その他 対象外 総計

市

市

内 1 1 0 0 0 0 26 28

外 1 7 1 2 1 1 35 48

計 2 8 1 2 1 1 61 76

＊その他：別居家族が管理

総
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活用し費用の一部を補助する場合、県が市町村に対して

補助するというものです。 

 

２．事業の概要 

  (1) 事業期間   平成 17 年度～平成 19 年度 

   (2) 事業主体   市町村 

   (3) 予 算 額   8,610 千円 

   (4) 予定棟数                                         

 
平成 

17年度 
平成 

18年度 
平成

19年度

予定棟数 1,000 2,000 2,000

   (5) 事業内容 

   ①対象となる建築物（以下の全ての要

もの） 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工さ

ている木造住宅 

・住宅を主たる用途とするもの 

・階数が２階以下のもの 

・在来軸組工法、枠組壁工法または

の木造住宅 

・その他、事業主体（市町村）で定

満たすもの 

   ②対象となる耐震診断 

県に登録された「宮崎県木造住宅耐

称）」が、県が定める耐震診断方法に

施する耐震診断 

   ③補助額等 

１棟あたりの補助対象耐震診断費は

を限度額とする。 

県補助      1/6 （ 7,500 円）

国補助   1/3 （15,000 円)

市町村補助 1/6 （ 7,500 円)

自己負担    1/3 （15,000 円）

 

３．期待される効果 

 耐震診断の目的は、建物の耐震性のレベル

併せて弱点を把握することです。 

 診断の結果、現行耐震基準を満たさないこ

た場合には、建物の弱点はどこなのか、その

か等の情報から、所有者において建物の耐震

いての意識の高揚が図られ、 終的には耐震

実現が期待されるところです。 

 また、耐震診断の結果が現行耐震基準を満

あっても、一応の安心と共に耐震上のさらな

ったり、また今後の構造体の劣化等について

て維持管理が行われるなど、防災全般につい

向上が図られることが期待されます。 

 

 

Ⅳ．支部からのお知らせ 
（１）第 4 回常議員会報告 

 2004 年 11 月 12 日（金）17：30 より 200

常議員会が開催され、以下の議事が行われま

常議員会終了後、鮫島和夫氏（長崎総合科学

『長崎初のコーポラティブハウス「コーハウス南山手」

ついて』のテーマで話題提供がありました。 

議事内容 

報告事項 支部ニュースの発行と経過について 

ホームページの開設について 

協議事項 「支部共催事業 都市住宅学会論文コン

テスト」について 

九州支部の事業企画について 
          
 
 

3ヶ年計 

 5,000 

件を満たす

れ、完成し

伝統的構法

める事項を

震診断士（仮

基づいて実

、45,000 円

 

 

 

 

を確認し、

とが判明し

程度はどう

性向上につ

改修工事の

たす場合で

る備えを行

も気を配っ

ての意識の

4 年度第 4 回

した。また、

大学）より

（単位；棟）

 

（２）第 5 回常議員会報告 

2005 年 １月 21 日（金）17：00 より 2004 年度第 5 回

常議員会が開催され、以下の議事が行われました。また、

常議員会終了後、池添昌幸氏（九州大学）より「建築物

の環境評価手法について」のテーマで話題提供がありま

した。 

議事内容 

報告事項 ホームページの内容の追加について 

協議事項 学生表彰事業の実施について 

支部ニュースレター第 2 号について 

支部総会の日程と記念事業企画について 

 

（３）第 6 回常議員会報告 

2005 年 3 月 11 日（金）17：00 より 2004 年度第 6 回常

議員会が開催され、以下の議事が行われました。 

議事内容 

協議事項 支部総会の日程及び記念事業について 

支部ニュースレター第 2 号について 

 

（４）支部学生優秀論文賞の事業報告 

2004 年度より都市住宅学会支部連携事業である学生論

文コンテストが企画されました。九州支部では、論文審

査によって学生優秀論文賞の表彰事業を実施しました。 

2005 年 2 月 16 日から 2 月 28 日までを募集期間とし、

修士論文部門 1 編、卒業論文部門 4 編の応募がありまし

た。応募論文に対して、表彰委員会委員による予備審査、

担当審査員 1 名による 1 次審査の後、3 月 11 日に九州支

部学生表彰委員会を開催し、 終審査を実施しました。

以上の審査の結果、卒業論文部門の優秀賞 2 編と同部門

の奨励賞 2 編を選出しました。この結果は、同日に開催

された常議員会で承認され、受賞者及び推薦教員に結果

を通知するとともに推薦教員に表彰状を送付しました。

尚、修士論文部門は該当者なしの結果となっております。

また、卒業論文部門の奨励賞は表彰委員会において九州

支部独自の賞として設定したものです。 

 

【2004 年度九州支部学生優秀論文賞】 

○修士論文部門 該当者なし 

○卒業論文部門 

優秀賞 

興梠通（八代工業高等専門学校） 

「大築島の親方住宅及び社宅について 日本セ

メント八代工場跡の蒐集図面に基づく研究」 

受賞理由 親方制度に基づく社宅の平面構成を

学術的価値の高い貴重な資料によって分析し
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ており、都市住宅史の一端を解き明かしてい

る。特に、親方制度の存亡と関連づけられた

平面分析は興味深い。 

副島志保里・山口文子（九州産業大学） 

「住み手とつくり手を結ぶ新しい住まいづくり

に関する研究」 

受賞理由 自分らしい住まいを実現させたいと

いう住み手とつくり手である専門家をつなぐ

新しい社会的試みに注目したテーマ設定は、

住宅供給の現代的課題を解き明かす重要な切

り口として評価できる。 

奨励賞 

石井沙季・田中亜紀子（九州女子大学） 

「乗降行動のわかりやすさから見たプラットホ

ームの改善計画に関する研究 －ＪＲ九州折

尾駅におけるケーススタディ－」 

當山愛里・山村有紀（長崎総合科学大学） 

「子どもの成長と居住環境 －コーポラティブ

な住まいづくりを対象として」 

報告：池添昌幸（常議員・九州大学） 

 

（ＭＥＭＯ） 

【編集後記】 

九州支部が独自に発行するニュースレターは、年 2 回

の発行を予定していますが、第 2 号は支部総会の時期に

合わせ、5 月に発行しました。2004 年 10 月に発行された

創刊号のフレームを継承し、また、原稿執筆者の多大な

協力を得て、スムーズに編集作業を行うことができまし

た。ご協力いただいた方々に感謝申し上げます。 

 九州支部の活動は、会員の皆様のご意見や情報提供を

ベースに行っています。ニュースレターや見学会、勉強

会のシーズとなる新しい試みなどがありましたら、是非

とも情報のご提供をお願い申し上げます。（編集担当：池

添昌幸） 
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