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Ⅰ．九州の住宅政策を巡る④ 

『大分県の住宅政策』 
大分県土木建築部建築住宅課 

副主幹 亘鍋 浩 
 
はじめに 
大分県は古来より「豊の国」と呼ばれてきました。 
広大な久住高原や耶馬渓の奇勝、緑の山々と清流の渓

谷、変化に富んだ海岸線など、特徴ある美しい自然景観

を有し、別府や、ＮＨＫ連続テレビ小説の舞台となった

湯布院をはじめとして各地で湧出する温泉や、海山の幸

にも恵まれ、人々の暮らしは豊かな自然に育まれていま

す。 
また、宇佐神宮や、国東半島に代表される仏教文化な

ど多くの文化遺産を有するほか、県内各地に城下町や町

屋など歴史的な街並みが残されています。  
 
【大分県の住宅事情】 
１．人口・世帯、高齢化 
①人口・世帯 
人口は県外、とりわけ都市部への大量の流出が続くな

かで昭和 30 年代以降減少を続けていましたが、昭和 40 

年後半からは若干の増加傾向と変化しました。 

しかしながら、昭和年代以降はバブル経済の影響等に

より一時的に社会減が大きくなったこと、自然増の幅が

年々小さくなってきたことにより再び減少に転じ、平成

１７年現在では１２０．９万人となっています。 

一方、世帯分離の進行に伴い、世帯数は着実に増加し、

平成１７年には４６．９万世帯となっています。 

県の人口の約１／３は旧大分市に集中しており、平成の

合併後においても２１市町村のうち１８市町村が過疎地

域の指定を受けています。 

②高齢化 

高齢化も急速に進行しており、生産年齢人口（１５～ 

６４歳）の現象へとつながり、１０年後には７７．５万

人から１４％減となることが見込まれています。  
 
２．住宅ストックの状況 
①住宅数 
大分県の住宅総数は昭和４３年に総世帯数を上回り、 

平成１５ 年には約５１ 万戸、１．１５ 戸になっており、

量的には充足している状況です。  
②所有関係、建て方、構造 
平成１５年における持家率は、６３．５％であり、全

国平均より高いものの、九州内においては低い値となっ

ています。 
共同住宅の増加に伴って木造住宅率は低下を続けてお

り、林産県でありながら九州では低くなっています。  
③ 居住水準 
居住水準は着実に向上しており平成１５年における、

全世帯の誘導居住水準世帯は５６％となったものの、借

家においては３５％で止まっています。  
 
３．住宅建設の状況 
新設住宅着工戸数は、バブル期には１万７千戸近くに

達しましたが、平成３年度には１万戸程度まで激減しま

した。その後徐々に回復しましたが、長引く不況の中で

平成９年度以降は減少傾向にある。 
また、着工住宅に占める在来木造住宅の割合は年々低

下を続けており、全体の１／３程度となってます。  
 
【住宅政策の特徴】 
１．基本目標と講ずべき施策 
(１)人口定住に資する住まいと環境づくり 
①地域の住宅需要に対応した住宅供給 

合併後にあっても、旧過疎地域においては民間市場が

未成立であり、需要に見合った住宅・宅地の供給がない

ために周辺地域に転出するケースも少なくありません。 

このような地域において、市町村が行う持家や宅地の

取得促進、賃貸住宅の供給のための施策を支援していま

す。 

また、都市部における人口空洞化への対応として、「特

定優良賃貸住宅制度」の活用や住宅型の再開発等により

中心部に住宅を供給し、定住の促進を図ります。 

②地域の企業誘致と連動した住宅整備 

県北テクノポリスや地方拠点都市等の指定を受け、県

内の数カ所で企業誘致や工業団地の建設等が行われまし

た。これらの地域開発と連動して住宅・宅地を整備する

ことにより職住近接を図るとともに、就労する従業者に

とって魅力ある住宅・住環境の形成を図ります。 
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③田舎暮らしのための情報提供 

地域開発を支援する受け皿住宅の整備とともに、Ｕ Ｊ

Ｉ ターンや田舎暮らしの促進のため、県、市町村の企画

部門と住宅部門の連携により就業情報等と住宅情報を一

元的に提供を行っています。 

 

(２)いきいきとした長寿社会を実現するための住

まいと環境づくりの推進 

①身体機能の低下等に対応可能な住宅の整備 

高齢者が住み慣れた場所で住み続けることができるよ

う「大分県高齢者向け住宅整備計画」に基づいて身体機

能の低下に配慮した住宅の供給を促進します。 

公営住宅の建設にあたっては、その全てを高齢者仕様

とするほか、既存住宅の高齢者向け改善（主に１階部分

の浴室を高齢者対応とする工事）も計画的に推進します。

また、シルバーハウジングなど福祉サービスと連携した

高齢者向け公的住宅の供給を進めています。 

②住まい方への配慮 

高齢者の住まい方と在宅介護の多様な形態に配慮し、

二世帯同居住宅やグループホーム、ケア付き住宅など多

様な住宅の整備を促進しています。 

 

 

③コミュニティ形成への配慮 

公営住宅の建替等に際し、地域活動や保健福祉サービ

スの拠点となる施設を併設するなど公的住宅と地域との

関連を強化するほか、地域の福祉施設と連携のとれた住

宅（地）の整備を促進します。 

④少子化への対応 

ファミリー向け公共賃貸住宅の供給、多子世帯の優先

入居、子育て支援施設と連携のとれた住宅の供給等によ

り子育て環境の整備を進めます。 

(３)安全で豊かな住まいと環境づくりの推進 

①住宅及び住宅地の安全性の確保 
既存の公共賃貸住宅について、計画的な建替・耐震改

修を実施するとともに、民間住宅の耐震診断を推進し、

改修を誘導します。 
既成市街地における住環境整備事業等の実施、住宅整備

と合わせた細街路の整備や透水性舗装の利用促進など都

市整備と連携した災害対策を推進します。 
②良質な住宅ストックの形成・活用 

良質な公共賃貸住宅の供給を進めるとともに、高齢化

対応、省エネルギーなどに配慮された耐久性の高い良質

な住宅の建設を促進するための支援や研修会、情報提供

を行います。 

 

③地域の自然や文化等の配慮 
、地域のコミュニティ等

優

 

豊かな自然や伝統的な街並み

れた地域資産を活用した住宅施策を展開するため、市

町村や地域の個性あるまちづくりや住文化の研究・育成
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等を支援しています。 
また、住宅金融公庫融資制度等を活用し、地域特性を

活

興 
産業の振興のため、林業振興施策と

住

的な充足とともに、住宅に対するニーズは多様化す

会的変化によるセーフティネットの構築へ

の

行政改革プラ

ン

対応す

る

を

市住宅学会九州支  住宅政策シンポジウム 
策 

報告 
学研究院 池添 昌幸 

 

日 時：平

 所：九州大学 西新プラザ 大会議室 

その仕組み －住

基本法制定を視野に入れて－」 

交 分科会長） 

②

パネリスト：中西 浩（国土交通省九州地方整備局建政部 

佐） 

 

③テーマディ

テーマ 1「住宅政策における市場の形成と活用」 

の役割」 

参加

 

下 輝和（九州大学大学院教授・都市住宅学会九州支部長） 

ジウムを主催する都市住宅学会は、建築分野

ー

調

林 重敬（横浜国立大学大学院教授・国土交通省社会資本

審議会委員・住宅宅地分科会長） 

閣議決定 入れた住宅政

かした住宅や自然環境の保全に配慮した住宅の普及を

促進します。 
⑥木造住宅の振

林業及び地域住宅

宅施策との連携により「大分方式乾燥木材活用事業」

や１７年度で２０回を数える「豊の国木造住宅賞」など

各種の木造住宅振興策を展開します。 
 

 
おわりに 
量

るなかで、社

要請と、ますます広範化しています。 
一方で地方交付税の圧縮等により県財政の厳しい環境

から、平成１６年度に策定された「大分県

」のもとソフト事業を含めた公共事業についても毎年

１０％ 以上のシーリングカットを余儀なくされており、

事業費の効率性、透明性が求められています。 
また、施策の目標も高齢者対策や耐震改修の促進、中

心市街地の活性化といった地域独自の政策課題に

ものへと変わってきており、県や市町村の主体的な取

り組みがますます重要となっています。 
このようななかで、市町村・民間等と適切に役割を分

担しながらいっそうの選択と集中を図りつつ各種の施策

展開し、安心安全の住宅・住環境の整備を推進してい

きたいと考えています。  
 

Ⅱ．活動レポート 
都 部

「これからの住宅政

－新しい取り組みと展望－」

九州大学人間環境

成 18 年 3 月 25 日（土）13：00～18：40 

場

プログラム： 

①基調講演「住宅政策の新たな展開と

生活

小林 重敬（横浜国立大学大学院工学研究院 教授/国土

通省社会資本整備審議会委員･住宅宅地

パネルディスカッション「これからの住宅政策はどうある

べきか－九州での展開」 

コーディネーター：竹下 輝和（九州大学大学院人間環境学

研究院 教授） 

コメンテーター：小林 重敬（前掲） 

住宅調整官） 

鶴  清英（福岡県建築都市部住宅課 課長技

術補佐）  

高木 謙二（大分県土木建築部建築住宅課 課

長補佐） 

藤原 憲一（宮崎県土木部建築住宅課 副参事

兼課長補

大関 達也（北九州市建築都市局住宅部住宅

計画課 課長）

矢野 豊（福岡市建築局総務部住宅政策課 課

長） 
スカッション 

テーマ 2「公的賃貸住宅

者 ：99 名（会員 20 名，一般 79 名） 

主旨説明 

竹

本シンポ

だけではなく、法学や社会学の分野も含む学際的なユニ

クな学会である。九州支部は発足後、まだ 3年であり、

支部所属の会員数も 60 数名と小規模である。今回、初め

て大規模なイベントを開催することとなった。テーマに

ついては、支部内での議論、個人的にもいろいろな方に

相談したが、現在大きく変わろうとしている住宅政策の

これからについて論じたいという意見が多く、「これから

の住宅政策」と設定した。横浜国立大の小林先生を囲ん

で住宅政策の勉強会をしようという意図である。さらに、

九州の自治体にもご後援とパネリストとしてのご参加を

いただき、九州圏の住宅政策のあり方について議論した

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ シンポジウム会場の様子① 
 

基 講演 

小

整備

小林重敬氏より、国の住宅宅地分科会長の立場から、

された住生活基本法制定を視野に
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策

準

に、審議会答申の基本理念の変遷と、平成 17 年答申

「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みはいかにある

べ

の基本法の位置づけとして、基本

法

解説された。比較項目は、目的、基本理念、

責

建設量をベースにした住宅政策

 

の新たな展開について基調講演が行われた。基調講演

では、①これまでの住宅政策の変遷と役割、②転換点に

ある住宅政策の背景と新たな制度的枠組み、③住生活基

本法の理念と枠組み、以上の 3点から解説された。 

まず、これまでの住宅政策の基本となった住宅建設計

画法の変遷が述べられ、住宅不足の解消と国民の居住水

の向上に果たした役割を評価する一方、その課題が示

された。具体的な課題として、国主導の体系であったこ

と、第 8期（H.13-H.17）では市場・ストック重視へ計画

の重点を置き、自らの限界が明らかになったこと、平成

15 年現在でも大都市圏において居住水準が低く、特に借

家で顕著であることが指摘された。また、特に居住水準

の政策的な位置づけは当時の論点の一つであったとの話

題が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次

きか」における住宅政策の基本理念が解説された。こ

の基本理念は、①良質な性能、住環境及び居住サービス

を備えた住宅ストックの形成、②多様な居住ニーズの適

時適切な実現、③住宅の資産価値の評価・活用、④住宅

困窮者の安定した居住の確保の 4 点であり、この答申で

住宅だけでなく、住環境及び居住サービスを含む「住生

活」の概念の提起が示された。さらに、住宅政策の役割

として、①住宅市場の条件整備、②住宅セーフティネッ

トの確保、③良好な居住環境の形成の 3 点が挙げられ、

住宅政策の領域は縮小したという議論があるが、むしろ

連携すべき政策領域は拡がっているという見解が示され

た。加えて、中心市街地の活性化、都心居住をテーマと

した都市計画法、建築基準法の改正議論とも関連してい

る点が述べられた。 

続いて、住生活基本法の理念と枠組みの解説へと移っ

た。 初に法制として

は時代の転換点において時代の大きな価値を位置づけ

る法制であり、近年多くの基本法が制定・改正されてい

ること、さらに住宅基本法の制定については 3 回の議員

立法案の提出があり、また、審議会でも昭和 52 年から必

要性が検討されていることが述べられた。次に、諸外国

の住宅基本法の理念が紹介され、これを基に住宅政策の

基本的役割として、①住宅セーフティネットの確保、②

ソーシャル・ミックスの実現、③既存ストックの活用（持

続可能性）、④良好な居住サービスの提供の 4点にまとめ

られ、日本の住生活基本法では、①、③、④の３つが意

識され基本理念が形成されていることが解説された。さ

らに、分科会における市場重視・ストック重視の考え方

と住生活基本法との関係が解説され、市場の中で住宅を

社会的資産と考え、住宅が良質なストックとして形成さ

れ、幾世代にわたって居住サービスを供給することが必

要であること、そのためには住宅ストックが多様な選択

肢として市場に存在し、居住サービスに関する情報が的

確に提供されることが必要であることが示され、特に地

方自治体では住宅情報の提供が重要な課題である点が強

調された。 

さらに、住生活基本法案の枠組みが住宅建設計画法の

比較によって

務、基本的施策、計画であり、特に、住生活基本法で

は基本理念と基本的施策が明確に示されていること、責

務については住生活基本法では、国･地方公共団体、事業

者、居住者それぞれに責務が存在すること、計画では、

住生活基本法が策定され、アウトカム目標が設定される

ことにより都道府県が主体的に計画を策定すること、以

上の特徴が示された。 

 後に、今後の住宅政策のあり方について展望された。

まず、従来の公営住宅の

ではなく、様々な関連政策（まちづくり、福祉政策、国

土政策、少子化対策、環境対策、消費者政策、産業政策、

金融政策、警察行政、景気対策）との関係が重要であり、

地方公共団体の住宅政策では特に重視されることが指摘

された。さらに、地方の住宅政策において住生活をめぐ

る課題への対応が求められており、具体的な課題として、

①大規模地震等に備えた安全・安心の実現、②環境問題

への対応、③少子高齢化への対応、④住宅困窮者への公

平かつ柔軟な住宅セーフティネットの確保、⑤住まいに

関する選択肢の充実、⑥地域の伝統・文化等と調和した

美しい居住環境づくり、⑦「選択と集中」による住宅市

街地整備、以上の 7 点が指摘され、これらの課題に対す

る我が国の現状が統計資料を基に解説された。 後に、

住宅政策を実現する具体的な制度･ツールとして、地域住

宅交付金、民間賃貸住宅への入居円滑化支援、中心市街

地活性化に資する公的賃貸住宅の整備事例が解説された。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 小林重敬氏による基調講演 

写真３ シンポジウム会場の様子② 
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パネルディスカッション 

まず、自治体パネリストである福岡県、大分県、宮崎

政策が解説された。解説で

は

局）、コメン

説を基に住宅政策に関する４つの確認点

の自治体の横連携が重要となる。 

の転

(3

他の部局や NPO 等の他機関との連携が重要とな

(4

目標の設定と成果の点検が求められる。 

整 つい 

続いて、各自治体のパネリストより、①住宅政策の課

、②今後の展望、以上の 2 点に対する も重要なポイ

ン

の提供は重要であるが、

った課題に対して住情報を有効に

・（

みづくりも重

・（

が、財政状況との兼ね合いが課題となっ

・（

窮者の判定等、公正性の視点が求めら

②

・（ 連携）民間との連携、住情報提供の体制づく

る。 

展開によって少子高齢化の対策、

 

テ

まず、小林氏より会場の質問に対する応答として、以

れた。 

(1

策定する法律は細

(2)

である。１つは公的賃貸住宅ストッ

(3)

(4)

連産業の活性化、以上の 2つの視点があ

 

次

ショ

宅

まず、各自治体の取組みについて質疑応答による解説

県、北九州市、福岡市の住宅

、地域の住宅事情と課題、公営住宅ストックの状況、

住宅施策の体系、基本施策と重点施策、住宅政策に関わ

る事業、プロジェクトなどが紹介された。 

 その後、竹下輝和氏をコーディネーターとして、パネ

リストの中西浩氏（国土交通省九州地方整備

テーターの小林重敬氏を加え、パネルディスカッション

へと移った。 

 初に、竹下氏より小林重敬氏の基調講演と各自治体

の住宅政策の解

が示された。 

(1)国主導型から地方主導型への転換－国と各自治体の

関係から九州

(2)公的住宅の供給による直接介入型の住宅政策から住

宅市場を活用・支援する間接介入型の住宅政策へ

換。 

)住生活－住環境と居住サービスを含む住宅政策の拡

がり、

る。 

)住マスを策定した後の成果が求められる時代－アウ

トカム

 次に、論点の整理のため、まず、中西氏より九州地方

備局の取組みとして、「九州の住まいビジョン」に

て解説された。九州圏の特徴として、①九州の高齢化傾

向が全国的推移よりも 5 年早く進んでおり、人口の自然

減少を占める地域も現れている。②土砂災害の発生件数

の 6 割が九州内である。③まちなかの活力の低下してい

る地域が多く、定住対策が課題である。④自然が豊かで、

都市に近接して国立公園が立地している。また、住宅の

規模が大きく、家賃も安価であるといった九州の魅力が

見直されるべきである。これらの特徴を踏まえた情報発

信の必要性が述べられた。さらに、「九州の住まいビジョ

ン」で整理されている、すまいづくりに関する方針と自

治体の先進的取組みが紹介され、 後に、九州地方整備

局の役割として、①情報の「プラットホーム」としての

役割、②先進的取組み等の制度化・政策提案の役割、③

モデルプロジェクト等への重点的な支援の役割、以上の 3

点が解説された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題

トについてコメントがなされた。自治体の住宅政策の

課題として次のようなポイントが指摘された。住宅政策

の課題では、行政改革や厳しい財政状況等により住宅政

策の集中と選択が求められているが、一方で、住宅政策

の公正性も課題となっている。 

①住宅政策の課題  

・（住情報の提供と活用）住情報

住み替えの実現とい

活用する仕組みづくりが課題である。 

住宅行政の基盤）市町村合併に伴う政策の統合が課題

となっている。また、意思決定等のしく

要である。 

財政状況との関係）災害に伴う住宅再建が社会的に求

められている

ている。また、公営住宅の維持管理、建替えも大きな

課題である。 

公営住宅のあり方）公営住宅への応募倍率は高い状況

にあり、住宅困

れる。 

今後の展望 

民間との

りが重要であ

・（人口増加・定住振興）ビジターズインダストリーの振

興に伴う住宅政策の

定住化の促進、人口増加への対策が求められている。 

ーマディスカッション 

下の 4点のコメントが述べら

)住生活基本法案では、住宅政策の国主導から地方主導

への転換が重要な視点である。国が

かいところまで決めず、地方が具体的に考えるという

法体系である。 

公的賃貸住宅については、的確に使われているかを判

断することが重要

クを建替えるのか、リフォームによる長期使用にする

のかという判断、もう１つは住み替え支援やミスマッ

チの解消で、これには NPO 等との連携が必要である。 

家賃補助については、①民間賃貸住宅の質の問題、②

居住者のモラルとしての適正使用、これらの２つが視

点である。 

市場の整備、活性化の議論では、①住情報の提供、②

地方の住宅関

る。公共主導で民間の住情報を整備するのは難しいた

め、福岡県の協議会方式は一つの方法であると言える。

に、竹下氏より会場からの質問もテーマディスカッ

ンと同様に、①住宅市場の活用・活性化、②公営住

の今後の２つに整理されるため、この２つを中心に議

論していくことが示された。 

 

(1) 住宅市場の活用・活性化 写真４ パネルディスカッションの様子① 
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が行われた。 

・

・ 界団体である北九州市住宅産業協議会と

。質の高い住

・

元化。（宮

・

援。（福岡市） 

（大分県） 

場 や空き家化

が

公営住宅の役割を議論する上で、各自治体より課題が

宅支援を必要とする

住

む全体の議論の中で入居対象層、

入

基本法

案

議論を

総

05 年度第 4回常議員会報告 

0 より 2005 年度第 4回常

れました。 

 機関紙「都市住宅」への記事原稿依頼に

業の実施について 

 

（２）2005 年度

2006 年 2 月 17 日（金）17：00 より 2005 年度第 5回常

れました。 

機関誌「都市住宅」52 号の支部ニュース

協議事項 

の実施について 

（３）2005 年度

2005 年 3 月 日（金）17：00 より 2005 年度第 6回常

れました。 

学生表彰事業の実施について 

について 

 

（４）支部学生

2004 年度に引き続き、学生優秀論文の表彰事業を卒業

した。まず、卒

業

住宅市場活性化協議会のメンバーなど具体的な体制。

（福岡県） 

・リフォーム支援事業の実績。（福岡県） 

地元の住宅業

市住宅供給公社の連携事業・北九州方式

宅供給が可能となっている。（北九州市） 

行政と民間の住まいに関する情報の共有。協議会方式

で、建設・管理、災害時の保険等の情報を一

崎県） 

社会福祉協議会との連携による高齢者の民間賃貸住宅

の入居支

・林業との連携による木造住宅振興。大分方式乾燥材活

用住宅促進事業の概要と実績。

次に、鮫島和夫氏（長崎総合科学大学）より、住宅市

が成立しない地方では、ストックの老朽化

進行しており、定住促進の施策が機能しない状況にあ

る。多くの地方では、住宅政策の範囲外に置かれる危険

性があるのではないかという指摘があった。中西氏より

高知県等の事例が紹介され、情報技術を活用した住情報

提供、半定住型の居住といった地域の特性を活かした多

様な居住支援の必要性が示された。さらに、小林氏より、

これからの日本は国土を国民全体で経営していく視点、

国土の国民的経営が必要とされており、住宅政策におい

ても人口が減少している地域では同様な議論が求められ

るのではないかという提言がなされた。さらに、空き家

対策に対する議論がなされ、福岡市における空家数の現

状が報告されるとともに地域コミュニティによる管理の

必要性が指摘された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)公営住宅の役割 

示された。具体的には、①公的な住

宅困窮者の判定、②老朽化した公営住宅ストックの建

替えの判断と経済的基盤の確保、③公営住宅の制度改正

への対応、④公営住宅の長期使用と運営管理体制といっ

た課題が報告された。 

さらに、今後の役割として、公営住宅だけの議論では

なく、民間賃貸住宅を含

居期間、住宅立地の側面から公営住宅の役割を明確に

すること、既存ストック活用の優先度を判断しリフォー

ム・建替えを進めるとともに、地域の特性に応じた長期

利用のための物的管理、入居管理、コミュニティ管理の

確立が求められることが共通の認識となった。 

後に、小林氏より現在進められている公営住宅の政

令改定の議論について解説された。また、住生活

における居住権に対する議論、また、居住者の責務に

対する議論が解説され、これらの新しい視点は公営住宅

の今後にも密接に関連することが指摘された。 

以上の議論をもってパネルディスカッションを終了し、

後に池添昌幸（九州大学大学院）がこれまでの

括し、パネルディスカッションを閉会した。 

 

Ⅲ．支部からのお知らせ 
（１）20

 2005 年 12 月 9 日（金）17：0

議員会が開催され、以下の議事が行わ

議事内容 

報告事項 本部との連絡事項について 

協議事項

ついて 

支部ニュースレターNo.3 の発行について 

講演会事

学生表彰事業の実施について 

第 5回常議員会報告 

議員会が開催され、以下の議事が行わ

議事内容 

報告事項 本部との連絡事項について 

について 

講演会事業の準備状況について 

学生表彰事業

 

第 6回常議員会報告 

17

議員会が開催され、以下の議事が行わ

議事内容 

報告事項 本部との連絡事項について 

協議事項 講演会事業の準備について 
写真５ パネルディスカッションの様子② 

学生表彰事業－優秀論文の審査

優秀論文賞の事業報告 

論文、修士論文の２つの部門で実施しま

論文部門では都市住宅学に関する学部・学科からの推

薦によって優秀学生賞の表彰を実施しました。募集要項

は、都市住宅学会会員及び建築学、都市工学、家政学、

法学、経済学の学部・学科に送付し、その結果、６つの

学科より応募があり、6名の表彰状を推薦教員に送付しま

した。さらに、6 名の卒業論文に対して 3 月 17 日に九州

支部学生表彰委員会を開催し、論文梗概審査によって

優秀賞 1編、優秀賞 2編を選出しました。 
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次に、修士論文部門は大学院生からの個人応募方式で

募集し、2編の応募がありました。卒業論文部門と同様に

3

求構造の変容から見た現代住宅計画の研究 

び住戸内の私的領域形成

居場所」の意識及び行為遂行

○卒業論

優秀

九州大学） 

縮斜面住宅地における空宅地の菜園利

て斜面住宅地の

優秀賞

安部

認知症高齢者の住生活領域に関する研究」 

者と介護する家族の生

植村

「戸 防犯 -北

例として－」 

ンケ

 

（５）2006 年度支

2006 年 5 月 14 日（土）16：30 から、2005 年度九州支

れた 2005 年度第１回常議

員

 

（社）都市住宅学会 

九州支部 会員の皆様 

九州支部長 竹下 輝和 

 

2004 年度支部総会及び学会

 

拝啓 

げます。 

いたしました。予定しておりました５つの

が開催され、全ての議案が

申し上げます。今後とも九州支部の発

（社）都市住宅学会九州支部総会議事録 

医学部百年

堂 2 階会議室において 2006 年度支部総会を開催した。 

の１以上）に達したので、竹

下 ととも

に

告及び監査結果報告の件 

2005 年度（2005 年

月 17 日に論文梗概審査を行い、優秀賞 1 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、修士論

文部門については推薦教員に表彰状を送付しました。 

各部門の受賞論文は、以下の通りです。 

【2005 年度九州支部学生優秀論文賞】 

○修士論文部門 

優秀賞 該当者なし 

優秀賞 

切原舞子（大分大学） 

「室要

－夫婦の就寝形態およ

に着目して－」 

受賞理由 夫婦の就寝形態を基軸として、私的

領域としての「

形態との関係を詳細に考察しており、夫婦本

位の空間モデルを提示する意欲的な論文であ

る。調査分析も緻密で論文としての完成度が

高い。 

文部門 

賞 

井上さくら（

「居住収

用に関する研究」 

受賞理由 人口減少時代の郊外住宅地のあり方

を問う現代的なテーマに対し

実態を先行的な現象として位置づけており、

問題意識が明確である。さらに、空宅地の菜

園利用経緯を利用者の意向や土地の属性から

多角的に解明している。 

 

奈津美（大分大学） 

「在宅

受賞理由 在宅認知高齢

活行為を原因疾患や要介護の程度から考察す

るとともに、考察結果に基づく住宅平面計画

の提案を行っており、今後の住宅計画の重要

な視点として評価される。 

寛子（九州女子大学） 

建住宅地におけるコミュニティと

九州市Ｓニュータウンを事

受賞理由 ニュータウンおける住民の防犯意識

や防犯活動、被害経験の有無を独自のア

ート調査より把握し、住民の情報交流が防犯

上重要であることを実証しており、論理展開

が明確である。 

報告：池添昌幸（常議員・九州大学） 

部総会報告 

部総会が開催され、先に開催さ

会で承認された以下の議案が議決されました。また、

総会終了後、都市住宅報告会を開催しました。報告会は 3

月に開催した住宅政策シンポジウムのポストセッション

と位置づけ、池添昌幸氏（九州大学大学院助手）による

住宅政策シンポジウムの報告の後、中西浩氏（国土交通

省九州地方整備局住宅調整官）よる「住生活基本法案に

ついて」、鮫島和夫氏（長崎総合科学大学教授）より「中

学校区を生活圏域とみたときの公的住宅の適正再配置と

地区再生」の２つのテーマで報告会が行われました。 

総会の結果について、以下の通り報告いたします。 

 

2006 年６月 25日

通常総会のご報告 

皆様には、ご健勝でお過ごしのこととお喜び申し

上

 さて、標記支部総会を 5月 20 日に第二合同庁舎４階会

議室にて開催

議案は全て承認可決され、無事に終了いたしました。支

部会員の皆様にご報告申し上げるとともに、支部総会議

事録を掲載致します。ご査収下さいますようお願い申し

上げます。また、支部総会資料の送付等のご希望がござ

いましたら、幹事の池添昌幸までご連絡いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

 尚、支部総会の結果は本部に報告し、5 月 29 日には東

京にて都市住宅学会通常総会

承認可決されております。都市住宅学会の 2005 年度事業

報告及び収支決算報告、2006 年度事業計画及び収支予算

計画につきましては、機関誌夏号に掲載されますのでご

確認ください。 

 以上、2006 年度支部総会及び通常総会について支部会

員の皆様にご報告

展にご助力いただきますよう、お願い申し上げます。 

敬具 

 

 

  2006 年 5 月 20 日午後 4 時 30 分、九州大学

講

支部会員数    72 名 

出席会員数   37 名（うち委任状 25 名） 

上記のとおり定足数（5分

輝和支部長は定刻議長席に着き、開会を宣する

直ちに議案の審議に入った。 

第 1号議案 2005 年度事業報告の件 

第 2号議案 2005 年度収支決算報

 議長の指名により、幹事池添昌幸が

4月１日から 2006 年 3 月 31 日まで）における九州支部の

事業及び収支決算について、2005 年度事業報告書及び収

支決算報告書によって詳細に説明した。さらに、収支決

算報告書及び関連書類を綿密に調査したところ、いずれ

も正確かつ適正であることを認めた旨を会計監査代理の

池添昌幸が報告した。以上の報告の後、議長はその承認
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を求めた。総会は別段の異議なく、両議案ともに承認可

決した。 

第 3号議案 2006 年度事業計画（案）の件 

第 4号議案 2006 年度収支予算計画（案）の件 

度（2006 年

支部の

議員本庄博之氏の異動に伴い、常

て住宅金融

するために、この議事録を作成する 

年 5月 30 日 

 

（６）宇部･山口視察会開催

中国四国支部及び関東支部の発案で、九州支部を含む

を

 

 

 

編集後記】 

スレターは、シンポジウムの報告を詳細

に

検討する際、 も重要

な

レターは、学会支部活動を広報するものです

す。クールビズでも暑いのは暑

ARA） 

 

都市住宅学会九州支部ニュースレター No.4 

編集   九州支部常議員ニュースレター編集担当：梶原文男 

ushu-u.ac.jp 
u/ 

＊記事の無断転載を禁じます。

ＭＥ

 議長の指名により、幹事池添昌幸が 2006 年

4 月 1日から 2007 年 3 月 31 日まで）における九州

事業及び収支予算について、2006 年度事業計画（案）及

び収支予算計画（案）によって詳細に説明した後、議長

はその承認を求めた。総会は別段の異議なく、両議案と

もに承認可決した。 

第 5号議案 2006 年度支部役員（案）の件 

 議長は、2005 年度常

議員１名の改選がある旨を述べ、常議員とし

公庫福岡支店審査部門長の山下暢彦氏を選任したい旨を

諮ったところ、全員異議なく賛成したので選任すること

を可決確定した。 

 なお、被選任者はその就任を承諾した。 

 上記決議を明確に

2006

（社）都市住宅学会九州支部 

のお知らせ 

３支部合同で宇部市の都市住宅プロジェクト他の視察会

企画することとなりました。視察箇所は調整中ですが、

開催日についてご案内申し上げます。視察詳細と参加申

込方法は機関誌「都市住宅」に掲載される予定です。 

開催日：9月 29 日(金)、30(土)、10 月 1日(日) 

視察地：山口県宇部市、山口市、上関町祝島(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

【

今回のニュー

行っています。九州支部設立以来、 も大きなシンポ

ジウムとなりました。また、「九州の住宅政策を巡る」で

は、九州各地の取り組みを紹介しています。今回担当の

大分県建築住宅課さんにお礼申しあげるとともに、引き

続き好評のシリーズを続けてまいりたいと思いますので、

皆様のご協力をお願いします。 

住宅政策は、都市構造の課題を

政策のひとつと考えます。どこに、どのような方々が

住み、都市活動を行うか、住宅エリアだけではなく、都

市交通を含む社会資本整備との関連、農業政策、企業誘

致など様々な政策との関連を分析しなければならないも

のです。 

 ニュース

が、さらに内容を充実していくためにも、皆様の投稿を

お願い申し上げます。 

 かなり暑い日が続きま

いですね。冷房はまだ入れてくれないし・・・。お身体

に気をつけて、夏を乗り切りましょう！！  

まずは、ビヤガーデンに（＾＾）； （KAJIW

 

2006 年 6 月発行 

発行  （社）都市住宅学会九州支部 

E-mail  uhs_Kyushu@planning.arch.ky
URL    http://planning.arch.kyushu-u.ac.jp/uhs_kyush
 

 

（ ＭＯ） 
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