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Ⅰ．九州の住宅政策を巡る⑤ 

「宮崎県住生活基本計画について」 

宮崎県県土整備部建築住宅課 

課長 藤原 憲一 
 

１ はじめに 

古くは「日向（ひむか）の国」といわれ、古事記や日本

書紀の舞台となった神話のふるさと宮崎に、東国原新知事

が今年 1月に就任して 1年を迎えようとしています。知事

自らがトップセールスマンとなり、県民総力戦による新し

い県づくりに取り組んでいますが、「宮崎」は、経済情報

誌が発表した特集記事「２００７ヒット商品ベスト３０」

第６位にランクインするなど、いま、全国的に注目されて

います。 

 本県は、温暖多照な気候を生かし、「みやざき地頭鶏（じ

とっこ）」や完熟マンゴー「太陽のたまご」、全国和牛品評

会で首席を独占した「日本一の宮崎牛」など、宮崎ブラン

ドの確立等を通じ、豊富な農林水産物の生産とともに食の

宝庫にふさわしい特徴ある食文化の情報発信拠点づくり

を目指しています。また、本県固有の魅力である神話や伝

説をはじめとする歴史資源の活用や、宮崎国際音楽祭、ス

ポーツランドみやざきを一層充実させることにより、宮崎

の魅力を国内外に発信することとしています。 

 

２ 宮崎県の住宅事情 

1）人口・世帯数の減少 

本県の人口は平成 8年以降減少が続いており、27 年には

112.5 万人になると予測されています。 

世帯数は増加が続いていますが、平成 22 年（45.9 万世

帯）から 27 年（45.5 万世帯）にかけて減少に転じること

が予測されています。 

2）少子高齢化の進展 

本県の高齢者人口は 270,586 人（平成 17 年国勢調査）

で、高齢化率は 23.5％となっています。高齢化率は、今後

も上昇を続け、平成 32 年には 30.8％に達し、県民の約３

人に１人が高齢者という極めて高齢化の進んだ社会の到

来が予測されています。 

 高齢者人口が年々増加する一方で、年少人口は年々減少

しており、平成 8年以降は高齢者人口が年少人口を上回る

状況にあります。 

3）住宅の量的充足と空家の増加 

平成 15 年の住宅数は 490,400 戸で、1世帯当たり住宅数

は 1.12 戸と量的には充足しています。また、空家率が

10.9％、空家数は 53,500 戸であるなど、空家数は増加傾

向にあります。 

4）民間を中心とした住宅供給 

近年の本県における新設住宅の着工戸数は8千戸前後で

あり、その半数以上（平成 17 年度時点で 50.5％）を持家

（利用関係が持家と分譲住宅の合計）が占めています。 

建て方は、戸建住宅が全体の 6割を占め、共同住宅は 4

割を下回っています。 

これらの住宅の大半が民間住宅であり、公的賃貸住宅の

占める割合は５％前後となっています。 

5）住宅の質の現状 

低居住水準未満世帯の割合は、平成 15 年で 3.3％

（14,300 世帯）と依然残っていますが、誘導居住水準未満

世帯の割合は 5割を切り、順調に減少しています。 

新耐震基準（昭和 56 年基準）以前の住宅が 42.3％存在

し、また、地震時に住宅及び周辺が安全でないとする世帯

が 47.3％となっています。 

高齢になるほど持家率が高い状況に対して、持家の高齢

者等への配慮の状況（バリアフリー化率）は 3.5％と極め

て低い状況です。 

6）公営住宅の現状 

本県の公営住宅は 30,870 戸（平成 18 年 3 月時点）で、

そのうち県営住宅は 8,801 戸、市町村営住宅は 22,069 戸

です。公営住宅は住宅総数（490,400 戸）のうち約 6％、

借家（141,500 戸）のうち約 21％を占めています。 

空家の募集戸数（平成 17 年度）は県営住宅で 321 戸、

市町村営住宅で 1,028 戸で、募集倍率は県営住宅で 6．4

倍、市町村営住宅で 3．3倍と高い状況にあります。 

県営住宅の入居世帯は も低い収入分位値（月収 12．3

万円以下）の入居者が約 76％で、高齢者、母子、障がい者

の世帯が約 39％を占め、住宅セーフティネットの役割を果

たす一方、入居期間が 10 年以上居住の世帯が約 55％を占

めています。 

また、昭和 40 年代から 50 年代にかけて大量に建設され
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た長屋建住宅（簡平・簡二）は、老朽・狭小化などにより、

順次、建替えを進めていますが、長屋建住宅は県営住宅で

約 8％、市町村営住宅で約 37％を占めています。 

7）民営借家世帯の現状 

民営借家のストック数について、平成 5 年から平成 15

年までの変化をみると、総数では約 1.3 倍に増加していま

す。世帯人数別にみると、１人世帯は約 1.4 倍、２人世帯

は約 1.3 倍と小規模世帯において増加が顕著です。 

 

３ これまでの取り組み 

本県においては、平成８年３月に親子孫三世代がふれあ

いの中で、ゆとりと生きがいを感じながら豊かに暮らすこ

とができる「住みよいふるさと宮崎」の実現を目指して、

宮崎県住宅マスタープランを策定し、地域の特性に配慮し

つつ、公共と民間事業者が連携を図り、将来に継承しうる

良質な住宅供給をはじめ、高齢者等が自立して安全かつ快

適に生活できる住宅の確保、都市計画や福祉施策等と連携

して良好な住環境の形成を図ることなどに取り組んでき

ました。 

また、策定後５年目を迎えた平成 13 年 3月には、住宅 

の品質確保の促進等に関する

法律や高齢者の居住の安定確保

に関する法律などの住宅施策を

踏まえ、必要な見直しを行い、す

べての県民が望ましい住宅サー

ビスを、幅広い選択肢の中から享

受できるよう施策体系を整備し、

県民のニーズに応じた住生活の

質の向上を図ることを目的に施

策を展開してきました。 
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４ 宮崎県住生活基本計画

の策定 

これまで住宅建設計画法に基

づく住宅建設五箇年計画により、

第８期、平成１７年度までは建設

戸数に重点を置いて、住宅を供給

してきました。戸数の目標は、国

が定めた上で、トップダウンで地

方公共団体が従うという形にな

っており、住宅マスタープランを

策定して、地域のニーズに応える

形で様々な住宅施策を講じてき

ました。こうした中、全国的に住

宅が量的には充足し、従来の「量」

の供給を目的とした政策から国

民の「住生活の質の向上」という

ことに焦点を当てた住生活基本

法が平成１８年６月に制定され、

住宅セーフティネットの確保を

図りつつ、健全な住宅市場を整備

するとともに、住生活の「質」の

向上を図る施策への本格的な転

換を図る道筋が示されました。ま

た、同法に基づく住生活基本計画 

の全国計画が同年 9 月に策定され、住生活の安定の確保

及び向上の促進に関する施策についての基本的方針や目

標並びにその達成のために必要な基本的な施策が示され

たところです。 

本県ではこれらを受けて、前述の住宅事情等を踏まえ、

住生活の安定向上に関する施策上の課題を整理し、新た

な３つの視点に留意しつつ、本県の基本的な施策を検討

し、平成 18 年度から 27 年度までを計画期間とする宮崎

県住生活基本計画を策定しました。 

以下、計画の概要について紹介します。 

○まず、「はじめに」では、計画策定の趣旨、計画の性格

と役割、計画期間（平成 18 年度～27 年度の 10 年間）

について、整理しています。 

○「第１章」では、住生活の安定向上に関する施策を取り

巻く現状と課題ということで、本県の人口・世帯数の減

少、少子高齢化の進展、また 近の災害に対する不安の

増加など社会的背景と「住宅市場」、「住宅セーフティネ

ット」、「居住環境」の三つに住宅事情を分類し、こうし

た現状に立って、住生活の安定向上に関する４つの課題

をまとめています。 
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○「第２章」では、本県の目指す将来像を「ゆとりある快

適な生活空間のある社会」とし住生活の安定向上に関す

る施策の目標を掲げています。 

   住宅の位置づけとして、住宅は個人の財産というだけ

でなく、社会的な性格を有するも のとしており、住宅

を中心にした県民の住生活の安定向上に関する施策は、

本県社会の発展と安定を図る上で重要な意義を有する

ことを述べています。 

   また、施策を行う上での３つの横断的視点「市場及び

既存住宅重視」、「公共・民間による重層的なセーフティ

ネットの構築」、「県民との協働による住まい・まちづく

りの推進」を踏まえ、目指す将来像に向けて、４つの目

標を設定しています。 

○「第３章」では、目標１「良質な住宅ストックの形成」、

目標２「良好な居住環境の形成」、目標３「流通円滑化

のための住宅市場の整備」、目標４「重層的な住宅セー

フティネットの構築」の４つの目標ごとに、目標達成の

ための基本的な施策を 20 設定しています。 

○これら２０の施策に関連して、現況のデータを基に、成

果指標を設けています。 

全国計画では成果指標が２０あり、その中から同じ項目

を１４採用し、本県独自のものも１９項目、合計３３項

目になります。 

本県独自の指標の中からピックアップして２つの指

標について紹介します。 

一つめは「新築戸建住宅の在来木造率」で、 宮崎県

はスギ素材生産量が平成３年から連続して全国１位と

なるなど全国有数の林産県であり、新築戸建住宅に占め

る在来木造の割合は 88.2％（平成 17 年度）で全国 1位

となっています。今後も、良質な木造住宅の供給促進を

図り、10 年後においても同様に全国 1 位を目指すこと

としています。 

二つめは「住情報提供ネットワークのアクセス件数」

で、住まいに関する様々な情報が氾濫する中で、住まい

づくりを考える県民や宮崎への移住を検討する方に適

切で公正・中立な情報を提供し、また、既存の住宅スト

ックを有効活用するためのインターネットを利用した

住情報提供ネットワークを今年度構築しており、そのア

クセス件数を１０年後に１万件と設定しています。 
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○「第４章」では、公営住宅の供給目標量を設定していま

す。 

１０年間で、１万７千戸という数字です。これは、公

営住宅の新規整備や建替の戸数、それに１０年間に発生

する空き家による供給戸数を合計したものです。それぞ

れ、県と市町村の戸数を合計した県全体の戸数になりま

す。 

○「第５章」として計画の推進に向けた役割分担と推進体

制です。 

県民を中心に、市町村と県が車の両輪となって、また、

ＮＰＯや民間事業者と協働しながら進める体制として

います。県民の協力を得ながら進めることとなります。 

 

５ 空き家実態調査等 

宮崎県住生活基本計画の策定にあたっては、以下の 3つ

の調査を行い計画に反映させています。 

１）「空き家実態調査」 

 目  的：居住者ニーズに対応した住み替えを促進する

上で、既存の住宅ストックとして重要な役割

を果たす空き家について、その実態を調査し、

基礎資料を得る。 

 調査対象：平成１５年住宅・土地統計調査の調査区に立

地する戸建て空家の所有者。 

 回収状況：配布票数 1,637 票 有効回収票数 185 票 回

収率 11.3% 

２）「民間賃貸住宅事業者アンケート調査」 

目  的：管理物件の状況や年々増加傾向にある空き家

の戸数などその実態把握を行う。 

調査対象：民間賃貸住宅事業者（不動産業者を無作為抽

出） 

回収状況：配布票数 117 票 有効回収票 40 票 回収率

34.2% 

３）「公営住宅ニーズに関するアンケート調査」 
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目  的：公営住宅に関する意見やニーズを把握する 

調査対象：民間賃貸アパート等の居住者 

回収状況：配布票数 3,650 票 有効回収票 414 票 回収

率 11.3% 

 

６ 終わりに 

今般、策定しました「宮崎県住生活基本計画」に基づく

施策を推進し、本県の目指す「ゆとりある快適な生活空間

のある社会」の実現に取り組んでいく考えでありますので、

皆様の御支援、御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

Ⅱ．都市住宅プロジェクト報告 
平松・鋳物師地区住環境整備事業の歩み(2) 

九州大学大学院人間環境学研究院 
講師 志賀 勉 

 
１．「戸間(とあい)」を活かした住まいづくり 
前号に続き、北九州市平松・鋳物師地区住環境整備事業

の住宅計画の特色について紹介する。 

当事業では、全住宅412戸のうち373戸を買収・除却し、

地区内での生活再建を望む住民の受皿住宅としてコミュ

ニティ賃貸住宅 260 戸と分譲宅地 42 区画、また、商店・

事業所再建のために賃貸店舗 6 件と分譲用地 10 区画が整

備された。前号でも述べたが、12 年に及ぶ事業期間中、住

民意向の変化や事業制度の拡充等の情勢変化に合わせて

住宅計画も見直しが重ねられ、ここに至っている。 
その中で、当初から一貫しているのは、平松の路地空間

を表す「戸間（とあい）」の継承を基本コンセプトとして

新たな住まいづくりに取り組んだことである。この言葉に

出会ったのは、基本構想策定に向けて行った 1回目の辻裏

勉強会(町内単位の座談会)であり、以来、我々は戸間をま

ちづくりのキーワードに掲げた。 

 

２．平松の戸間空間 
旧漁村集落である平松では個々の宅地が網の目に連な

り、住宅の隣棟間すなわち宅地の境界部分が路地として共

用されている。平松の路地は性格の違いで呼称が分かれ、

幅員が広く玄関や縁側などの生活が面する家の表となる

路地は「戸間（とあい）」、家の裏手で通路や物置となって

いる空間は「背戸（せど）」と呼ばれる。戸間は背戸に比

べて共同性の高い空間であり、住戸周りにおける漁労や共

同作業の場として 1〜2 間の幅員が確保されていた。しか

しながら、『昔は広かったが、今では背戸になってしまっ

た。』という古老の言葉のとおり、狭小な宅地の多い平松

では、住戸周りでの漁労や共同作業が減少するにつれて戸

間の役割や意義が薄れ、増改築の際に住宅の内部空間に取

り込まれていき、次第に戸間の幅が狭まり、背戸化したも

のも多い。（写真 1） 

とは言え、狭いながらも住まいを緩やかに結び生活感あ

ふれる戸間は、当地区の集まって住む様子を強く特徴づけ

るものであった。 

写真 1 戸間の変化(左：昭和 40 年頃、右：平成 10 年) 

 

３．戸間住宅の構想 
戸間を活かした住まいづくりは、まず、集合分譲住宅の

提案から始まった。当地区では零細な持家世帯が多く、基

礎調査時の住民アンケートでは地区内での戸建住宅の再

建を望む世帯が大半を占めた。このため、低廉で接地性の

高い分譲住宅をいかに供給するかが、当初から事業推進の

課題とされ、基本構想では戸間住宅と名付けた低層コミュ

ニティ分譲住宅の計画に力点を置いた。 



写真 2は、平成 8年の第 3回辻裏勉強会で住民に提案し

た戸間住宅の計画案である。この住宅は、従前の住戸周り

の戸間空間を共同の中庭に置き換え、それを囲む 6戸の住

宅を 1単位とする 3階建ての集合住宅である。1、2階にま

たがる 4戸は中庭に玄関を持つクロスメゾネット（たすき

がけ）型とし、接地性を確保するとともに、各室の環境を

活かしながら様々な間取りが考えられるように計画して

いる。3階には共用廊下でつながるフラット住戸を配した。 

しかしながら、持家希望世帯の土地・建物に対する占有

志向は根強く、戸間住宅を希望する世帯は当初の見込みを

大きく下回った。加えて、平成 10 年度から公営住宅の家

賃体系が応能応益制に移行したことで、高齢者世帯を中心

に持家再建を諦めてコミュニティ賃貸住宅への入居に変

更する傾向が顕著となり、結局、第 2回事業計画変更（平

成 12 年度）において戸間住宅の供給計画を取り止めるこ

ととなった。 

この間の思い出深い出来事として、辻裏勉強会の場で戸

間の継承を繰り返し唱える私に、ある時、年配のご夫人が

『兄ちゃん、外から嫁に来た私がその戸間のせいで何べん

家を出て行こうと思ったか、あんたにわかるね？』と訴え

たことがある。親密さと摩擦、地元まち協役員の言葉を借

りれば、『戸間は住民にとって愛憎入り交じる空間』でも

あった。（写真 3） 

残念ながら、当初に力を注いだコミュニティ分譲住宅は

実現しなかったが、一方で受皿住宅の中心となったコミュ

ニティ賃貸住宅は様々な計画提案を織り込んで実現した。

これについては次号で紹介することとしたい。 

（次号につづく） 

写真 2 戸間住宅の計画案 

写真 3 第 3回辻裏勉強会(平成 8年) 

 

Ⅲ．地域の情報コーナー 

住宅金融支援機構における証券化支援事業へ

の取組について 

住宅金融支援機構九州支店 

山下 暢彦 

 

平成 17 年７月６日に公布された「独立行政法人住宅金

融支援機構法」に基づき、平成 19 年４月１日、住宅金融

公庫を承継する独立行政法人住宅金融支援機構が設立さ

れました。 

 住宅金融支援機構の業務は、民間金融機関と連携してお

客様に提供する長期固定金利ローン【フラット３５】によ

る証券化支援業務が中心です。また、住宅融資保険業務や

災害融資など、民間金融機関では対応が困難な融資業務、

これまで住宅金融公庫が融資してきた既往債権の管理業

務なども引続き行っていくことになりました。 

 以下、証券化支援事業の導入経緯及び長期固定金利ロー

ン【フラット３５】の概要について紹介します。 

 

１．証券化支援事業の導入経緯 

 旧住宅金融公庫（以下「公庫」といいます。）は、昭和

25 年の設立以来、国民の居住の安定と居住水準の向上を図

るために、戦後建設された住宅の約３割に相当する累計

1,944 万戸（平成 17 年度末実績）の住宅に対し、長期・固

定・低利の融資を行うことで、国民の住宅取得を支援して

きました。 

 一方、近年では経済状況の変化に伴い、長期にわたって

低金利が継続し、民間金融機関が収益の柱として住宅ロー

ンの取組を積極化するなど公庫を取り巻く環境も大きな

変化があらわれてきました。 

 こうした中、「民にできることは民に委ねる」という原

則のもと、平成 13 年 12 月 19 日に閣議決定された特殊法

人等整理合理化計画において、公庫については、①融資業

務の段階的縮小、②公庫の５年以内の廃止と証券化支援事

業を行う独立行政法人住宅金融支援機構（以下「住宅金融

機構」といいます。）の設置、③証券化支援事業の先行実

施、④融資業務の取扱いは独立行政法人の設置の際に 終

決定すること、⑤公庫の既往債権の住宅金融機構への引継 

などが定められました。 

 この決定に基づき、民間金融機関による長期固定金利の

住宅ローンの供給を支援するため、独立行政法人化に先立

ち、平成 15 年 10 月から証券化支援事業（買取型）を、平

成 16 年 10 月から証券化支援事業（保証型）を実施してい

ます。 

  

３．長期固定金利ローン【フラット３５】（証券化支援

事業）の概要 

(1)仕組み 

 住宅金融機構が民間の金融機関から住宅ローンを買い

取り、その債権を信託銀行等に信託します。それを担保と

して住宅金融機構が債権（資産担保証券：MBS）を発行し、

債券市場（投資家）から債券発行代金を受け取ることによ

り、住宅ローン貸出のための資金を調達する仕組みです。 

 この仕組みを活用することにより、長期固定金利の住宅
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住宅金融
支援機構

金融機関

信託銀行等

顧客
（債務者）

投資家

適合証明機関

適

合

証

明

書

交

付

物

件

検

査

申

請

⑤

債

券

発

行

代

金 ④債券担保

④債券発行

③債権信託

②債権売却

⑥買取代金支払

⑧回収金引渡し

⑨債券の元利金

　支払

①長期固定金利の

　住宅ローンを実行

⑦元利金返済

（任意繰上償還を含む）

図 証券化支援事業（買取型）の仕組図 

ローンが民間金融機関においても提供できることになり

ます。（図参照） 

(2)金利 

 金利は、毎月発行を原則とする MBS の利率、住宅金融機

構による信用補完に要する費用等に、民間金融機関が独自

に設定する管理回収に要する費用（サービシングフィー）

から構成されます。この仕組みにおいては、住宅金融機構

の信用力等を背景とした高い格付けにより低利でのMBSの

発行を行いつつ、多様な民間の金融機関の参加による競争

の促進を通じてサービシングフィーの低減が図られるこ

とで、比較的低利な住宅ローンの提供が可能となっていま

す。 

(3)買取基準 

 住宅金融機構が買い取る住宅ローンについては、幅広く

利用されるとともに、住宅の質が一定に確保されるよう、

基準を定めることにより配慮しています。 

 住宅金融機構が民間金融機関から買い取る住宅ローン

の主な買取基準は、以下のとおりです。 

＜買取対象となる住宅ローン債権の主な基準＞ 

①住宅の建設又は購入のための融資であること。 

②自ら又は親族が居住する住宅を建設又は購入する者

に対する融資であること。 

③住宅の耐久性などについて住宅金融機構が定めた技

術基準に適合する住宅であること。 

④１戸当たりの住宅建設費又は住宅購入価額が１億円

以下であること。 

⑤融資額が、住宅建設費又は住宅購入価額の９割以下で

あり、かつ、8,000 万円以下であること。 

⑥返済期間が 15 年以上 35 年以下であること。 

⑦融資利率が全期間固定であること。 

(4)リスク分担 

 住宅金融機構の信用力を背景とした証券化の仕組みに

より、様々なリスク（金利リスク、期限前償還リスク、信

用リスク、流動性（期日払い）リスク等）のリスク分担を

行うことで、相対的に低コストかつ早期に安定した市場の

形成を図っています。 

 なお、住宅金融機構は、信用リスクと流動性リスクを負

担し、投資家が金利リスクと期限前償還リスクを負担しま

す。 

(5)住宅金融のセーフティーネット機能 

 証券化支援事業では、住宅金融機構が民間金融機関と事

業の参加に関する基本契約等を締結する際に、民間金融機

関が合理的な判断基準に基づき適正かつ公正な審査によ

り融資を行うよう協定を結ぶことなどにより、いわゆる融

資選別を排除しています。 

 また、返済困窮者対策については、【フラット３５】に

ついても、住宅金融機構が買い取ることで住宅金融機構自

身の債権となることから、従来行っていた公庫直接融資と

基本的に同様の対応を行っています。 

(6)参加金融機関 

 証券化支援事業に参入し、住宅ローンの貸付けを行うこ

とができる金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合、

農業協同組合、保険会社、住宅専門会社等のほか、モーゲ

ージバンカーといった新たなビジネスモデルを含めて多

様な業態が参加可能となっており、平成 19 年３月末日現

在 323 機関が参加しています。 

 参加する金融機関としては、以下のメリットがあります。 

・信用リスク､流動性リスク､金利リスク､期限前償還リス

クを負うことなく、これまで民間金融機関では実施困難

とされた長期固定金利の住宅ローンを提供できること。 

・住宅金融機構が蓄積してきた証券化のノウハウを活用す

ることにより、民間金融機関が独自に証券化を行う場合

に比べて低コストでの資金調達が可能であること。  

・資産・負債を増やすことなく手数料収入を得ることがで

きること。 

(7)普及推進・商品性の改善 

 住宅金融機構では、証券化支援事業による【フラット３

５】が消費者の求める長期・固定金利の住宅ローンにおけ

るスタンダードとして早期に定着することを目指し、民間

金融機関と連携しながら普及推進を図っています。 

 平成 16 年 12 月に、商品の新名称を一般公募により【フ

ラット３５】と決定し、以後、ホームページ、パンフレッ

ト、ポスター等の各種広告媒体において統一的に使用する

ことで、認知度の向上に努めています。 

 また、消費者の要望等を踏まえて商品性の改善に努めて

います。 

 これらの取組の効果などにより、本事業における実績

（民間金融機関からの買取申請件数）は、事業開始からの

累計では、平成 19 年９月末現在 165,300 戸となっていま

す。 
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Ⅳ．支部からのお知らせ 

（１）都市住宅学会九州支部都市住宅シンポジウム／日本

建築学会九州支部福岡支所開設記念シンポジウム 
「すまい・まちづくりにおける民間力」の事業報告 
都市住宅学会九州支部では、日本建築学会九州支部福岡

支所との共催で、「すまい・まちづくりにおける民間力」

をテーマとしたシンポジウムを開催しました。シンポジウ

ムでは、民間事業者との協働によってすまい・まちづくり

を実践している４つの先行的プロジェクトについて、その

経緯と成果をご報告いただき、地域に根付いたすまい・ま

ちづくりにおける民間力についてディスカッションを行

いました。ディスカッションでは会場からの質問も多数あ

り、活発な意見交換が行われました。ご参加いただいた皆

さまに感謝いたします。 

 

日 時：2007 年 11 月 17 日（土）13：00～17：40 

場 所：九州大学西新プラザ 大会議室（福岡市早良区） 

参加者：91 名 

プログラム： 

１．事例報告 

(1)新しいハウジングの計画と供給 

○ibb fukuoka project と子育て支援マンション 

 －廣田稔（廣田商事㈱ 代表取締役社長） 

○コーポラティブハウジング 

－大澤愼一（㈱都市デザインシステム福岡オフィス 

ゼネラルマネージャー） 

(2)協働のまちづくり 

○熊本市城下町きゃあめぐろ 

－冨士川一裕（㈱人間都市研究所 所長） 

○延岡市「ココレッタ延岡」 

－田中一樹（㈱太陽設計 代表取締役社長） 

坂口敬司（㈱電通九州 2011 室／九州大学 USI 客員

教授） 

２．ディスカッション 

(1)新しいハウジングの計画と供給 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：江上徹（九州産業大学工学部 准教授） 

中西浩（国土交通省九州地方整備局建政部 

住宅調整官） 

(2)協働のまちづくり 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：鮫島和夫（長崎総合科学大学工学部 教授） 

山田龍雄（㈱よかネット代表取締役社長）  

３．総括：財津勝記（独立行政法人都市再生機構九州支社） 

４．懇親会（17:50～19:30） 

 

（２）2006 年度支部学生優秀論文賞の事業報告と 2007 年

度事業のお知らせ 

2006 年度の学生表象事業を卒業論文、修士論文の２つの

部門で実施しました。卒業論文部門は都市住宅学に関する

学部・学科から推薦された学生を優秀学生賞として表彰す

るもので、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・学科に募集要項を送付し、その

結果、7大学 8学科より応募があり、10 名の表彰状を推薦

教員に送付しました。さらに、8編の卒業論文に対して2007

年 3 月 19 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。 

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、3編の応募がありました。卒業論文部門と同様に 3

月 19 日に論文梗概審査を行い、 優秀賞 1編、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。 

2007 年度も引き続き、卒業論文と修士論文の２つの部門

で表彰事業を実施する予定です。募集要項は 2月上旬頃に

各大学に送付する予定です。また、支部ホームページにも

掲載いたしますので、多数の応募をお願いいたします。 

 

(2006 年度支部学生優秀論文) 

○修士論文部門 

優秀賞 岩谷有祐（九州大学）「居住収縮斜面住宅地

における住環境評価に関する研究」 

優秀賞  梶原正史（九州産業大学）「対社会コミュニ

ケーション空間としての住居の玄関に関する研究」 

○卒業論文部門 

優秀賞 井ノ口洪太（九州大学）「北九州市営ひらま

つ団地における住民自主管理形成プロセスに関す

る研究」 

優秀賞  江口明香、木村瞳（九州女子大学）「郊外戸

建住宅地における用途の変遷に関する研究」 

優秀賞  中村恭子、横山広樹（九州産業大学）「住居

におけるファミリィ･スタディの計画に関する研

究」 

 

（３）2007 年度支部総会報告 

2007 年 5 月 11 日（金）17：00 から、2007 年度九州支部

総会が福岡第二合同庁舎別館 4階会議室で開催され、先に

開催された 2007 年度第１回常議員会で承認された５つの

議案が議決されました。 

総会の結果について、以下の通り報告いたします。 

 

（社）都市住宅学会九州支部総会議事録 

 

2007 年 5 月 11 日午後 5時 00 分、第二合同庁舎４階会議

室において 2007 年度支部総会を開催した。 

支部会員数    71 名 

出席会員数   35 名（うち委任状 23 名） 

上記のとおり定足数（５分の１以上）に達したので、竹

下輝和支部長は定刻議長席に着き、開会を宣するとともに

直ちに議案の審議に入った。 

第 1号議案 2006 年度事業報告の件 

第 2号議案 2006 年度収支決算報告及び監査結果報告 

の件 

 議長の指名により、幹事池添昌幸が 2006 年度（2006 年

4 月 1 日から 2007 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、2006 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、会計監査の

代理として池添昌幸より、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

を認めた旨を報告した。以上の報告の後、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
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した。 

第 3号議案 2007 年度事業計画（案）の件 

第 4号議案 2007 年度収支予算計画（案）の件 

 議長の指名により、幹事池添昌幸が 2007 年度（2007 年

4 月 1 日から 2008 年 3 月 31 日まで）における九州支部の

事業及び収支予算について、2007 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 2007 年度支部役員（案）の件 

 議長より 2007 年度は役員改選期であることが説明され

た後、幹事池添昌幸が役員の交代を説明した。議長が、2006

年度常議員北村速雄氏および会計監査山辺眞一氏、樋口栄

作氏の 3名が退任し、2007 年度より新たに常議員友枝竜一

氏および会計監査山田龍雄氏、三島伸雄氏を選任したい旨

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。 

 上記決議を明確にするために、この議事録を作成する。 

2007 年 5 月 30 日 

（社）都市住宅学会九州支部 

 

（４）2007 年度第 2回常議員会報告 

 2007 年 7 月 27 日（金）17：00 より 2007 年度第 2 回常

議員会が開催され、以下の議事が行われました。 

議事 

報告事項 本部との連絡事項について 

2007 年度通常総会の報告 

協議事項 支部ニュースレターNo.6 の企画について 

講演企画について（資料Ｅ） 

博士論文コンテストの審査員について 

 

（５）2007 年度第 3回常議員会報告 

2007 年 9 月 28 日（金）17：00 より 2007 年度第 3 回常

議員会が開催され、以下の議事が行われました。 

議事 

報告事項 本部との連絡事項について 

協議事項 支部ニュースレターNo.6 の企画と準備状

況について 

講演事業の企画と準備状況ついて 

（６）第１回都市住宅シンポジウム実行委員会報告 

 2007 年 11 月 9 日（金）17：00 より、第１回都市住宅シ

ンポジウム実行委員会を開催し、以下の議事が行われまし

た。 

議事 

協議事項 プログラムと収支予算の確認 

参加者の応募状況 

資料の準備状況 

事前準備分担の確認 

当日スケジュールの 終確認 

 

【編集後記】 

ようやく支部ニュースレター第6号を発行することがで

きました。2006 年度までは年 2回発行してきたニュースレ

ターですが、2007 年度は今号のみの発行となります。その

理由は、毎年企画しているシンポジウムの開催時期と関係

しています。常議員会での議論で、5 月の支部総会と講演

企画を同じ時期に開催した方が良いとの意見があり、2008

年度から実施する予定です。2007 年度は、移行年として例

年より早い 11月 17 日にシンポジウムを開催し、支部ニュ

ースレターは、シンポジウムの開催にあわせた 1回を発行

することとしておりました。結果的に、原稿の収集と編集

に時間がかかり、1ヶ月遅れの発行となりました。 

遅れた分、記事の内容は充実したものになりました。ご

協力いただいた執筆者の皆さまに感謝申し上げます。 

 来年度は年 2回発行に戻し、学会支部活動を広く広報す

るとともに、会員相互の情報交換の場となる誌面づくりを

目指したいと思います。 

それでは、皆様良いお年をお迎えください。 

（編集担当） 
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＊記事の無断転載を禁じます。 

 

（ＭＥＭＯ） 
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